
 

 

平成 18 年10 月 10 日 

各   位 

 会 社 名 ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社 

  代表者名 代表取締役社長 前 田  勝 敏 

  （コード  3050 東証･大証･名証各１部  札証） 

 問合せ先 財務・経理グループ 鎌  田    清  孝 

（ TEL   03 - 5419 - 8991 ） 

 

 

ダイキ株式会社の平成18年８月期決算短信について 

 

平成18年９月１日の共同株式移転による持株会社設立により、上場廃止となりました当社の100％子会

社でありますダイキ株式会社（コード番号 9953）の平成18年８月期決算短信を、別添資料のとおりお知

らせいたします。 

 

 

以  上 



 
平成１８年８月期 決算短信（連結） 平成18年10月10日

会社名 ダイキ株式会社 本社所在都道府県 愛媛県

(URL　http://www.daiki-grp.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　山下　雄輔　

問合せ先責任者 ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社　　ＴＥＬ　（０３）５４１９－８９９１

 執行役員　財務・経理グループ担当　鎌田　清孝　

決算取締役会開催日 平成１８年１０月１０日

米国会計基準採用の有無  　無

１．平成１８年８月期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年８月３１日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年8月期 39,716 － 1,242 － 1,400 －

18年3月期 104,437 △11.3 2,687 1.1 3,156 △5.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％  円　銭  円　銭 ％ ％ ％

18年8月期 253 －  9.67  9.64 0.8 2.4 3.5

18年3月期 1,121 △40.7  44.83  － 3.9 4.7 3.0

（注）①持分法投資損益 18年8月期 △ 0百万円 18年3月期 △ 1百万円

②期中平均株式数（連結） 18年8月期         26,199,883 株 18年3月期     24,606,258 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、対前期増減率であります。なお、平成18
　年８月期は決算期の変更を行ったため表示しておりません。

 　　 ⑤平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式

　　　　が存在しないため記載しておりません。

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％  円　銭

18年8月期 58,370 29,923 51.3  1,137.94

18年3月期 59,942 30,114 50.2  1,149.75

（注）期末発行済株式数（連結） 18年8月期          26,296,440 株 18年3月期         26,176,400 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 百万円

18年8月期 953 1,067 △828 8,959

18年3月期 4,579 2,593 △4,529 7,766

(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 １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） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成１９年２月期の連結業績予想（平成１８年９月１日～平成１９年２月２８日）

　業績予想につきましては、ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社の「平成19年２月期の業績予想及び経営方針」

を参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、ダイキ株式会社（当社）連結子会社２社および関連会社１社により構成されており、ホームセンター

関連事業の展開とそれに付帯する事業を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

　（注）１．ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社は、持分法適用関連会社であります。なお、ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社は、平

　　　　　　成18年９月30日に所有株式をＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社に譲渡し、ＤＣＭ Ｊａｐａｎホ

　　　　　　ールディングス株式会社の100％子会社となっております。

      　２．はと観光株式会社は、平成18年８月25日付けで所有株式を譲渡いたしました。

２．関係会社の状況

名称 住所
資本金また
は出資金

事業内容
議決権所
有の割合

関係内容

役員の兼任

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借
当社
役員

当社
従業員

百万円 ％ 名 名 百万円

（連結子会社）

ダイキ不動産情

報㈱

愛媛県松山市 10
不動産売買仲介

業
100 2 1 275 不動産売買の仲介 建物の貸与

（連結子会社）

㈱キャップ
愛媛県松山市 10 人材派遣業 100 1 1 －

人材派遣および人材

教育
建物の貸与

（持分法適用関

連会社）

ＤＣＭ 

Ｊａｐａｎ㈱

東京都港区 300

商品の輸入代行

業務、ＰＢ商品

の管理、商品開

発に関する企画

等

24.6 2 － －
ＤＩＹ商品等の仕入

れ
－

　（注）１．ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社は、平成18年９月30日に所有株式をＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会

　　　　　　社に譲渡し、ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社の100％子会社となっております。

 　　 　２．はと観光株式会社は、平成18年８月25日付けで所有株式を譲渡いたしました。
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３．経営成績

当期の概況

金額（百万円）
（参考）

平成18年3月期

売上高 39,716 104,437

営業利益 1,242 2,687

経常利益 1,400 3,156

当期純利益 253 1,121

　当連結会計年度におけるわが国経済は、日本銀行の量的金融緩和政策の解除、原油・資材価格の高騰等の懸念材料も

ありますが、民間設備投資・雇用環境の改善に後押しされる形で景気回復の裾野も広がりをみせております。しかしな

がら個人消費につきましては、全体として底堅さはみられるものの、家計所得の伸びは限定的であり、また消費構造の

変化等もあり、依然力強い回復には至っておりません。

 このような経営環境の中、当社は、筋肉質な財務体質、より効率性の高い収益構造へと転換を図ることが経営上の最重

要課題と認識し、平成18年８月25日に一般旅行事業を運営する子会社はと観光㈱の株式譲渡を行う等、ホームセンター

事業に経営資源を集中することにより事業構造改革を進めてまいりました。営業面におきましては、共同仕入会社ＤＣ

Ｍ Ｊａｐａｎ㈱を中心とした政策商品を最大限に活かし切るインフラの整備が喫緊の課題と認識し、自動発注および早

朝品出し体制、物流基盤の再構築等に取組み、店舗オペレーションの抜本的な改革を推進してまいりました。管理面に

つきましても、平成18年９月１日に実施したカーマ㈱、㈱ホーマックとの共同株式移転による経営統合に向けて、シス

テム、店舗開発、人事政策等について、共通・共有化および統合作業を進めてまいりました。

　また、営業基盤の拡充として、岡山県で当社最大規模となるＥＸ岡山を新規出店するとともに、３店舗のリニューア

ルを実施いたしました。また大阪府で不採算店１店舗の退店を行い、収益性の向上にも努めてまいりました。この結果、

期末の店舗数は118店舗（ＦＣ４店舗含む）となっております。

　当連結会計年度の販売の状況といたしましては、購買意欲を喚起する関連陳列の拡充、プライベートブランド商品の

価格訴求を行う等、インストア・プロモーションの強化を行ってまいりました。

　しかしながら、春先の天候不順による客数の落ち込みが大きく影響し、既存店売上高は5.2％減少（前年同月累計比）

という結果となりました。

　商品仕入れにつきましては、引き続き、共同仕入会社ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱を経由した政策商品の拡充による値入率の

向上に努めるとともに、物流機能の強化による仕入コストの削減に注力してまいりました。結果、ホームセンター関連

事業における売上総利益率は29.9％と大きく改善しております。（参考：前年中間期ホームセンター関連事業の売上総

利益率28.8％）

　経費面では、ＥＸ岡山の開店時期を当初予定より早めたこと、および店舗オペレーション改革の一環としてパートタ

イマーが増加したことによる一時的な人件費の増加要因もあり、目標額を超過いたしました。

　また、当連結会計年度において、店舗の減損損失３億45百万円、経営統合を控え、一部の有形固定資産について資産

グループを見直したことにともなう減損損失８億92百万円、計12億37百万円の減損損失等、合計12億87百万円の特別損

失を計上する一方、賃貸不動産の売却により２億21百万円の固定資産売却益、保有有価証券の売却による２億78百万円

の投資有価証券売却益等、合計５億12百万円の特別利益を計上いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の連結業績は連結売上高397億16百万円、営業利益12億42百万円、経常利益14億円、当

期純利益２億53百万円となりました。

　なお当社は、経営統合にともない、平成18年６月29日の定時株主総会において、決算期を３月31日より２月末日に変

更いたしました。ただし、経過措置といたしまして、当連結会計年度は平成18年４月１日より平成18年８月31日までの

５ヶ月となりますので、前期比は比較が出来ないため記載しておりません。
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金額（百万円）
（参考）

平成18年3月期 

　売上高 39,716 104,437

ＤＩＹ用品 16,032 37,346

家庭用品 13,923 33,893

レジャー用品 8,293 18,158

ＦＣ・サービス 457 1,153

増改築工事 553 1,227

賃貸料収入 240 510

小計 39,500 92,290

その他 216 12,147

　品目別の売上状況といたしましては、特にＤＩＹ用品については、４月、５月の天候不順が大きく影響し、主力品種の

園芸用土、薬品・花苗等の売上が伸びず低迷いたしました。しかしながら、６月以降につきましては、園芸用品を中心と

した屋外部門が回復、計画どおりに推移いたしました。結果、売上高160億32百万円となっております。

　家庭用品につきましては、インテリア用品において天候不順、日照不足の影響を受け、すだれ等の日除け用品、い草等

の天然素材商品が低迷いたしましたが、７月後半の梅雨明け後の猛暑により回復し堅調に推移いたしました。また、寝具

類は品揃え幅を増やし、拡大展開したことにより売上を伸ばすとともに、収納部門においては、機能性、デザイン性を重

視した商品やキャラクター商品の新商品が牽引し売上を伸ばしました。結果、売上高139億23百万円となっております。

　レジャー用品につきましては、長梅雨により雨具関連が伸びるとともに、自転車用品において新規品種の拡大展開もあ

り安定した売上確保ができました。また、生体につきましてもＥＸ岡山のオープンセールの活況もあり好調に推移いたし

ました。結果、売上高82億93百万円となっております。

次期の見通し

　平成18年９月１日、当社、㈱カーマおよびホーマック㈱の三社は、共同株式移転による経営統合により、共同持株会

社ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱を設立致しました。これにより第46期につきましては、平成18年９月１日から

平成19年２月28日までの６ヶ月決算となります。

　当社の第46期につきましては、広島県で１店舗の退店を予定しております。

　平成19年２月期の連結業績予想につきましては、ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱による平成18年10月10日付公

表の「平成19年２月期の業績予想及び経営方針」を参照してください。
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４．財政状態

　当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ15億71百万円減少し、583億70百万円となりました。

この主な要因は、有形固定資産の減少によるものであります。また、有利子負債は６億79百万円減少しております。

（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11億92百万円増

加し、89億59百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況およびその要因は以下のとおりであります。なお、対

前年比につきましては、変則決算のため記載しておりません。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により増加した資金は、９億53百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益６億24百万円、

非資金項目である減損損失12億37百万円、減価償却費４億13百万円による資金増加、その他流動資産の増加額９億66百

万円、法人税等の支払による５億59百万円の資金減少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）

　投資活動により増加した資金は、10億67百万円となりました。これは主に、有形固定資産売却による８億55百万円、

投資有価証券の売却による５億68百万円の資金増加、有形固定資産の取得による３億42百万円の資金減少によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により減少した資金は、8億28百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済６億79百万円によるもの

であります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成18年
８月期

自己資本比率（％） 30.5 35.6 36.6 50.2 51.3

時価ベースの自己資本比率（％） 38.9 36.6 35.4 64.5 57.8

債務償還年限（年） － 5.7 4.4 2.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 12.5 21.8 34.3 －

　（注１）　各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表数値を用いて、以下の算式により計算しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年限：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

　（注２）　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

　（注３）　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。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。

　（注４）　平成15年３月期の債務償還年限およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・

フローがマイナスであるため記載しておりません。

  （注５）　平成18年８月期の債務償還年限およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、５ヶ月の変則決

　　　　　　算であるため記載しておりません。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   7,883   9,076  1,192

２．受取手形及び売掛金・
完成工事未収入金

  430   405  △25

３．たな卸資産   14,079   13,760  △319

４．繰延税金資産   526   598  71

５．その他   1,499   1,687  187

６．貸倒引当金   △13   △3  10

流動資産合計   24,406 40.7  25,523 43.7 1,116

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構築物  27,723   26,080    

減価償却累計額  15,729 11,993  14,930 11,149  △843

２．機械装置及び運搬具  419   413    

減価償却累計額  318 101  321 92  △9

３．土地   10,074   8,869  △1,205

４．建設仮勘定   264   57  △207

５．その他  998   1,030    

減価償却累計額  748 250  768 261  11

有形固定資産計   22,685 37.9  20,430 35.0 △2,254

(2）無形固定資産   1,400 2.3  1,375 2.4 △25

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   3,384   2,728  △655

２．差入保証金   6,642   6,580  △61

３．繰延税金資産   －   58  58

４．その他 ※１  1,729   1,780  51

５．貸倒引当金   △306   △107  198

投資その他の資産計   11,449 19.1  11,041 18.9 △407

固定資産合計   35,535 59.3  32,847 56.3 △2,687

資産合計   59,942 100.0  58,370 100.0 △1,571
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金・
工事未払金

  11,001   11,284  283

２．短期借入金   1,365   1,272  △93

３．未払法人税等   603   571  △31

４．賞与引当金   429   431  1

５．役員賞与引当金   －   11  11

６．その他   3,217   2,875  △342

流動負債合計   16,618 27.7  16,446 28.2 △171

Ⅱ　固定負債         

１．新株予約権付社債   80   －  △80

２．長期借入金   9,343   8,756  △586

３．役員退職慰労引当金   685   675  △9

４．連結調整勘定   873   －  △873

５．負ののれん   －   813  813

６．繰延税金負債   127   －  △127

７．再評価に係る繰延税金
負債

  411   273  △138

８．その他   1,687   1,480  △206

固定負債合計   13,208 22.1  12,000 20.5 △1,208

負債合計   29,827 49.8  28,446 48.7 △1,380
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  7,018 11.7  － － △7,018

Ⅱ　資本剰余金   7,556 12.6  － － △7,556

Ⅲ　利益剰余金   18,269 30.4  － － △18,269

Ⅳ　土地再評価差額金   △2,602 △4.3  － － 2,602

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  795 1.3  － － △795

Ⅵ　為替換算調整勘定   － 0.0  － － －

Ⅶ　自己株式 ※４  △922 △1.5  － － 922

資本合計   30,114 50.2  － － △30,114

負債、少数株主持分及び
資本合計

  59,942 100.0  － － △59,942

         

 （純資産の部）         

 Ⅰ 株主資本         

 　１．資本金   － －  7,058 12.1 7,058

 　２．資本剰余金   － －  7,606 13.0 7,606

 　３．利益剰余金   － －  17,734 30.4 17,734

 　４．自己株式   － －  △886 △1.5 △886

 　株主資本合計   － －  31,513 54.0 31,513

 Ⅱ 評価・換算差額等         

 　１．その他有価証券評価
　　
　　　 差額金

  － －  577 1.0 577

 　２．繰延ヘッジ損益   － －  △138 △0.2 △138

 　３．土地再評価差額金   － －  △2,028 △3.5 △2,028

 　評価・換算差額等合計   － －  △1,589 △2.7 △1,589

 　純資産合計   － －  29,923 51.3 29,923

 　負債及び純資産合計   － －  58,370 100.0 58,370
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   104,437 100.0  39,716 100.0 －

Ⅱ　売上原価 ※１  75,990 72.8  27,807 70.0 －

売上総利益   28,447 27.2  11,909 30.0 －

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．給料手当  7,454   2,998    

２．賞与引当金繰入額  429   431    

３．役員賞与引当金繰入額  －   11    

４．退職給付費用  305   105    

５．貸倒引当金繰入額  9   3    

６．減価償却費  966   369    

７．不動産賃借料  5,216   2,148    

８．その他 ※１ 11,377 25,759 24.6 4,600 10,667 26.9 －

営業利益   2,687 2.6  1,242 3.1 －

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息及び配当金  75   30    

２．仕入割引  84   －    

３．為替差益  21   －    

４．不動産賃貸収入  344   160    

５．手数料収入  174   78    

６．連結調整勘定償却  142   －    

７．負ののれん償却額  －   60    

８．雑収入  110 952 0.9 13 343 0.9 －

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  125   43    

２．不動産賃貸原価  283   124    

３．貸倒引当金繰入額  6   －    

４．デリバティブ評価損  7   －    

５．持分法による投資損失  1   0    

６．その他  60 483 0.5 17 186 0.5 －

経常利益   3,156 3.0  1,400 3.5 －
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  0   221    

２．投資有価証券売却益  1,799   278    

３．子会社株式売却益  182   －    

４．その他  1 1,984 1.9 12 512 1.3 －

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損  43   －    

２．固定資産売却損  3   17    

３．固定資産除却損  28   6    

４．減損損失 ※２ 1,874   1,237    

５．社債買入消却損  919   －    

６．営業移転損失  110   －    

７．子会社株式売却損  －   10    

８．その他  72 3,052 2.9 15 1,287 3.2 －

税金等調整前当期純利
益

  2,088 2.0  624 1.6 －

法人税、住民税及び事
業税

 1,245   527    

法人税等調整額  △276 968 0.9 △156 371 1.0 －

少数株主損失   2 0.0  －  －

当期純利益   1,121 1.1  253 0.6 －

         

 （注）対前年比につきましては、変則決算のため記載しておりません。
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（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（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   6,306

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．転換社債の転換による
新株の発行

 1,227  

２．自己株式処分差益  21 1,249

Ⅲ　資本剰余金期末残高   7,556

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   17,146

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  1,121  

２．土地再評価差額金取崩
額

 395 1,516

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  360  

２．役員賞与  32 393

Ⅳ　利益剰余金期末残高   18,269
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 連結株主資本等変動計算書

株主資本

 （百万円）  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高 7,018 7,556 18,269 △922 31,921

当連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 39 39   79

　剰余金の配当   △196  △196

　当期純利益   253  253

　自己株式の取得    △ 0 △ 0 

　自己株式の処分  10  36 47

  土地再評価差額金取崩額   △573  △573

　利益処分による役員賞与   △18  △18

　株主資本以外の項目の当期変動

　額（純額）
    －

当連結会計年度中の変動額合計 39 50 △534 36 △407

平成18年８月31日　残高 7,058 7,606 17,734 △886 31,513

評価・換算差額等

 （百万円）

その他

有価証券評価

差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価差

額金

評価・換算差

額等合計

 純資産合計

平成18年３月31日　残高 795 － △2,602 △1,806 30,114

当連結会計年度中の変動額      

　新株の発行     79

　剰余金の配当     △196

　当期純利益     253

　自己株式の取得     △ 0 

　自己株式の処分     47

  土地再評価差額金取崩額     △573

　利益処分による役員賞与     △18

　株主資本以外の項目の当期変動

　額（純額）
△218 △138 573 216 216

当連結会計年度中の変動額合計 △218 △138 573 216 △191

平成18年８月31日　残高 577 △138 △2,028 △1,589 29,923
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　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

 2,088 624 －

減価償却費  1,051 413 －

減損損失  1,874 1,237 －

前払家賃償却  61 32 －

連結調整勘定償却額  △142 － －

負ののれん償却額  － △60 －

有形固定資産売却損  3 17 －

有形固定資産売却益  △0 △221 －

有形固定資産除却損  21 6 －

投資有価証券売却益  △1,799 △278 －

子会社株式売却益  △182 － －

子会社株式売却損  － 10 －

営業移転損失  110 － －

デリバティブ評価損  7 － －

持分法による投資損失  1 0 －

貸倒引当金の増加（減
少）額

 27 △208 －

賞与引当金の増加（減
少）額

 △382 1 －

役員賞与引当金の増加
額

 － 11 －

完成工事補償引当金の
減少額

 4 － －

役員退職慰労引当金の
増加（減少）額

 △28 4 －

受取利息及び受取配当
金

 △75 △30 －

支払利息  125 43 －

為替差益  △21 － －

社債買入消却損  919 － －

売上債権の減少額  3,293 25 －

たな卸資産の（増加）
減少額

 △178 319 －

その他流動資産の増加
額

 △402 △966 －

仕入債務の増加（減
少）額

 △988 283 －
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

その他流動負債の増加
額

 628 264 －

役員賞与の支払額  △32 △18 －

小計  5,983 1,512 －

利息及び配当金の受取
額

 75 18 －

利息の支払額  △133 △17 －

法人税等の支払額  △1,346 △559 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,579 953 －

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期性預金の増加額  － △0 －

定期性預金の減少額  1,741 － －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,670 △342 －

有形固定資産の売却に
よる収入

 121 855 －

投資有価証券の取得に
よる支出

 △176 － －

投資有価証券の売却に
よる収入

 3,288 568 －

関係会社株式の取得に
よる支出

 △60 － －

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の売却に
よる収入

 490 45 －

その他投資の増加額  △142 △58 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,593 1,067 －
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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
（純額）

 3,597 0 －

長期借入れによる収入  15 － －

長期借入金の返済によ
る支出

 △2,491 △679 －

社債買入消却による支
出

 △5,384 － －

自己株式の取得による
支出

 △1 △0 －

ストックオプション行
使に伴う自己株式売却
よる収入

 97 47 －

配当金の支払額  △360 △195 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △4,529 △828 －

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 2,643 1,192 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 5,123 7,766 －

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 7,766 8,959 －

     

 （注）対前年比につきましては、変則決算のため記載しておりません。
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項   

(1）連結子会社 国内子会社　　　　３社

ダイキ不動産情報㈱、㈱キャップ、はと

観光㈱

（注）川内ダイキ㈱、津島ダイキ㈱、信州ダ

イキ㈱、㈱ダイテク、㈱環境分析セン

ター、福島ダイキ㈱は会社分割契約に基

づき、所有株式を㈱ダイキアクシスに譲

渡したことにより、平成17年10月１日以

降につきましてはそれぞれ連結の範囲か

ら除いております。

    また、ダイツウ㈱は譲渡契約に基づき、

所有株式を譲渡したことにより、平成17

年10月１日以降につきましては連結の範

囲から除いております。

　なお、㈱ベターライフは合併契約に基

づき平成17年10月１日付にてダイキ㈱と

合併しております。

国内子会社　　　　２社

ダイキ不動産情報㈱、㈱キャップ

 

（注）はと観光㈱は、平成18年８月25日に

所有株式を譲渡したことにより、当連結

会計年度末をみなし売却日として連結の

範囲から除いたため、損益計算書のみ連

結しております。

 在外子会社　　　　　－社 在外子会社　　　　　－社

 (注）大連大器環保設備有限公司は、会社

　分割契約に基づき、所有出資金を㈱ダ

　イキアクシスに譲渡したことにより、

　平成17年10月１日以降につきましては

　連結の範囲から除いております。

 

(2）非連結子会社 国内子会社　　　　　－社 該当事項はありません。

 　(連結の範囲から除いた理由）

　㈱ダイキアクシスは、当社の環境機器事

業部門、住宅機器事業部門ならびにバイオ

ディーゼル燃料事業を会社分割する目的で、

平成17年７月12日に設立したものであり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響をおよぼしていないため、平成17年９

月30日までは連結の範囲から除いておりま

す。また、株式譲渡契約に基づき、平成17

年11月24日に所有株式を譲渡したことによ

り、平成17年10月１日以降につきましても

連結の範囲から除いております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

国内関連会社　１社

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱

(1）持分法適用の関連会社数

国内関連会社　１社

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱

 在外関連会社　－社 在外関連会社　－社

 (注）大連麗陽環保機器有限公司は、会社

　分割契約に基づき、所有出資金を㈱ダ

　イキアクシスに譲渡したことにより、

　平成17年10月１日以降につきましては

　持分法適用範囲から除外しておりま　

　す。

 

 (2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

　㈱ダイキアクシスは、当社の環境機器

  事業部門、住宅機器事業部門ならびにバ

  イオディーゼル燃料事業を会社分割する

  目的で、平成17年７月12日に設立したも

  のであり、当期純損益（持分に見合う

  額）および利益剰余金（持分に見合う

  額）等からみて、持分法の対象から除い

  ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

  あり、かつ、全体としても重要性がない

  ため、平成17年９月30日までは持分法適

  用範囲から除外しております。なお、株

  式譲渡契約に基づき、平成17年11月24日

  に所有株式を譲渡したことにより、平成

  17年10月１日以降につきましても、持分

  法適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

　該当する事項はありません。

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社

の事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。

(3）　　　　　　同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、はと観光㈱および大

連大器環保設備有限公司の決算日は、12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日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。

　なお、大連大器環保設備有限公司につい

ては、10月１日以降につきましては連結の

範囲から除いたため、６月30日現在の財務

諸表を使用し、７月１日から中間連結決算

日９月30日までの期間に発生した重要な取

引について、連結上必要な調整を行ってお

ります。

　連結子会社のうち、はと観光㈱の決算日

は12月31日であります。なお、連結決算日

に仮決算を行い、平成18年１月１日から平

成18年８月31日までの８ヶ月間の財務諸表

を使用しております。

　連結子会社のダイキ不動産情報㈱および

㈱キャップは決算期を３月31日より12月31

日に変更いたしました。なお、平成18年４

月１日から始まる事業年度は平成18年８月

31日までとし、平成18年９月１日から始ま

る事業年度は平成18年12月31日までとして

おります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

①　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、売却原価は移動平均

法により算定）

　　……決算日の市場価格等に基づく時

　　　　価法（評価差額は全部純資産直

　　　　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

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

……時価法

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

商品

……主として売価還元法による原価法

③　たな卸資産

　　 商品

……主として売価還元法による原価法

 未成工事支出金

……個別法による原価法

未成工事支出金

……個別法による原価法

 原材料

……総平均法による原価法

原材料

……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

……当社および国内連結子会社は定率

法、在外連結子会社は定額法

　ただし、当社および国内連結子

会社については、平成10年４月１

日以降に取得した建物（付属設備

は除く）は定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

①　有形固定資産

……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（付属設備を除

く）は定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

 建物及び構築物　　２～60年

機械装置及び運搬具

２～17年

建物及び構築物　　２～60年

機械装置及び運搬具

２～17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）に基づいておりま

す。

②　無形固定資産

　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

(3）重要な引当金の計上基

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、当社および国内連

結子会社の一般債権に

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 　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。

 

 ② 賞与引当金 　当社および国内連結

子会社は従業員の賞与

の支給に備えるため、

支給見込額を計上して

おります。

② 賞与引当金 　従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。

 

 ③ ────── ③ 役員賞与引

当金

　役員の賞与の支給に

備えるため、支給見込

額を計上しております。

 

 ④ 役員退職慰

労引当金

　当社および国内連結

子会社は役員の退職慰

労金の支給に備えるた

め、内規による期末要

支給額を計上しており

ます。

④ 役員退職慰

労引当金

　役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内

規による期末要支給額

を計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　在外子会社等の収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算しております。

──────

　

(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。

同左

(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。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。

　イ　ヘッジ会計の方法

　　同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

 

ハ　ヘッジ方針

　　同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　　消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．のれんの償却に関する事

項

　──────  のれんの償却については、10年間の均等

償却を行っております。

７．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、10年間

の均等償却を行っております。

　──────

８．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。

　──────

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引出可能な預金および容易に換金可能

であり、かつ、価格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。

同左

10．連結決算期の変更に関す

る事項

────── 　平成18年６月29日の定時株主総会におい

て定款の一部変更が決議され、決算期を３

月31日より２月末日に変更いたしました。

変更の理由は完全親会社となるＤＣＭ Ｊ

ａｐａｎホールディングス㈱の設立に伴い、

事業年度を同社と一致させることにより、

経営計画の策定、業績管理、連結決算への

対応など経営全般にわたって、より効果的

な事業展開を図るためのものであります。

なお、平成18年４月１日から始まる事業年

度は平成18年８月31日までとし、平成18年

９月１日から始まる事業年度は平成19年２

月28日までとしております。

　このため、当連結会計年度は平成18年４

月１日から平成18年８月31日までの５ヶ月

間となっております。
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用しております。これにより、営

業利益および経常利益が175百万円増加し、税金等調整前当

期純利益は1,698百万円減少しております。

　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

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

 ──────

 （不動産賃貸収入および不動産賃貸原価の計上方法の変

更）

　従来、連結子会社１社におきましては、大型集積商業施設

における「不動産賃貸収入」および「不動産賃貸原価」につ

いて、営業外収益および営業外費用として計上しておりまし

たが、当連結会計年度において、当社が大型集積商業施設を

展開することを契機に、店舗の大型化による共同出店が今後

ますます加速され、不動産賃貸料収入の増加が見込まれるこ

とにより、「不動産賃貸収入」を「売上高」に、「不動産賃

貸原価」を「売上原価」として計上する方法に変更いたしま

した。

　この変更により、従来の方法に比べ、売上高は510百万円、

売上原価は356百万円、営業利益は154百万円それぞれ増加し

ておりますが、経常利益および税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

 ──────
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は30,062百万円であ

ります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。

 ──────  （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これにより、役員賞与については、

従来、利益処分により株主総会の決議を経て未処分利益の減

少として処理しておりましたが、当連結会計年度より発生時

に費用処理しております。

　この結果、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益はそれぞれ11百万円減少しておりま

す。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

  

──────

（連結貸借対照表）

　「連結調整勘定」は、前連結会計年度まで「連結調整勘

定」として掲記しておりましたが、当連結会計年度より

「負ののれん」として掲記することにいたしました。

 （連結損益計算書）

　「投資有価証券売却益」は、従来、特別利益の「その

他」に含め表示しておりましたが、当連結会計年度より、

特別利益の総額の100分の10を超えたため「投資有価証券

売却益」として区分掲記することにいたしました。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は0百

万円であります。

 （連結損益計算書）

「連結調整勘定償却」は、前連結会計年度まで「連結調整

勘定償却」として掲載しておりましたが、当連結会計年度

より「負ののれん償却額」として掲記することにいたしま

した。 

  

──────

 （連結キャッシュ・フロー計算書

 「連結調整勘定償却額」は、前連結会計年度まで「連結

調整勘定償却額」として掲記しておりましたが、当連結会

計年度より「負ののれん償却額」として掲記することにい

たしました。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

その他（株式） 95百万円 その他（株式） 98百万円

　２　偶発債務 　２　偶発債務

　　連結会社以外に対して、次のとおり保証を行って

おります。

金融機関借入金等に対する保証

　　連結会社以外に対して、次のとおり保証を行って

おります。

金融機関借入金等に対する保証

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱ 382百万円 ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱ 350百万円

ローンコミットメント ローンコミットメント

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
     2,626百万円

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
    2,513百万円

※３　当社の発行済株式総数は次のとおりであります。 ※３　当社の発行済株式総数は次のとおりであります。

普通株式       27,088,975株 普通株式      27,173,185株

※４　当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

※４　当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

普通株式 912,575株 普通株式 876,745株

　５　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　５　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額       14,200百万円

借入実行残高 －

差引額 14,200百万円

当座貸越限度額      14,000百万円

借入実行残高 －

差引額 14,000百万円

- 23 -



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 64百万円

※１　　　　　　　　──────

 

※２　減損損失

　当社および国内連結子会社は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、ホームセンター関

連事業につきましては店舗ごとに、環境機器関連事

業、住宅機器関連事業、およびその他の事業につき

ましては営業拠点ごとに、また賃貸物件等を最小の

単位としてグルーピングしており、遊休資産につき

ましても当該資産単独で資産のグルーピングをして

おります。

　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては、

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループについて、遊休資産につきましては、

地価の下落している資産グループについて、減損を

認識し、各々の回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,874百万円）として計上いたしま

した。

　内訳は、次のとおりであります。

ホームセンター関連事業

 用途 店舗（愛媛県他 23箇所）　　

建物及び構築物  364百万円

土地   7

無形固定資産  97

リース資産 127

その他  20

計    617百万円

※２　減損損失

　当社および連結子会社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、店舗および賃貸物件等を

最小の単位としてグルーピングしており、遊休資産

につきましても当該資産単独で資産のグルーピング

をしております。

　店舗および賃貸物件につきましては、営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスである資産グルー

プについて、遊休資産につきましては、地価の下落

している資産グループについて、減損を認識し、

各々の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（1,237百万円）として計上いたしました。

　内訳は、次のとおりであります。

店舗設備

 用途 店舗（愛媛県他 8箇所）　　

建物及び構築物  226百万円

機械装置及び運

搬具
 4

土地  81

無形固定資産  27

その他  5

計    345百万円

環境機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ６箇所）　　

建物及び構築物  114百万円

土地  301 

計    415百万円

住宅機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ４箇所）　　

建物及び構築物  22百万円

土地  180 

計    202百万円

その他の設備

 用途 遊休資産、賃貸設備

（愛媛県他 20箇所）　　

建物及び構築物  336百万円

土地 554

その他   1

計   892百万円

 　   　店舗および賃貸物件につきましては使用価値また

は正味売却価額の高い方を回収可能価額としており

ます。

　なお、使用価値につきましては、将来キャッ

シュ・フローを６％で割り引いて算定し、正味売却

価額につきましては鑑定評価額等の適切に市場価額

を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

その他の事業他

 用途 営業拠点、遊休資産

（愛媛県他 11箇所）　　

建物及び構築物  33百万円

土地  82 

無形固定資産 　　 466

リース資産   1 

その他 54

計   638百万円

 　   　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては使

用価値または正味売却価額の高い方を回収可能価額

としております。

　なお、使用価値につきましては、将来キャッ

シュ・フローを６％で割り引いて算定し、正味売却

価額につきましては鑑定評価額等の適切に市場価額

を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。
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　（連結株主資本等計算書関係）

 当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年８月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

 発行済株式     

 　普通株式（注）１ 27,088 84 － 27,173

 自己株式     

 　普通株式

　　　　（注）２、３
912 0 36 876

 　　（注）１．発行済株式の増加84千株は新株予約権行使によるものであります。

 　　　　　２．自己株式の増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

 　　　　　３．自己株式の減少はストックオプションの行使によるものであります。

 

 ２．配当に関する事項

 　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成18年６月29日

定時株主総会
 普通株式 196  ７円50銭  平成18年３月31日  平成18年６月30日

 

 　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　平成18年11月22日開催の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当金の原資

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 普通株式 197  利益剰余金  ７円50銭 平成18年８月31日  平成18年11月23日

 

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

(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

（平成18年３月31日現在）

(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

（平成18年８月31日現在）

現金及び預金勘定     7,883百万円

預金期間が３か月を超え

る定期預金
△116

現金及び現金同等物      7,766百万円

現金及び預金勘定     9,076百万円

預金期間が３か月を超え

る定期預金
△116

現金及び現金同等物    8,959百万円

(2）重要な非資金取引の内容 (2）重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使

による資本金の増

加額

     1,227百万円

新株予約権の行使

による資本準備金

の増加額

1,227

新株予約権の行使

による新株予約権

付社債の減少額

     2,454百万円

 　　　　　　　　　　

新株予約権の行使

による資本金の増

加額

    39百万円

新株予約権の行使

による資本準備金

の増加額

39

新株予約権の行使

による新株予約権

付社債の減少額

    79百万円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

 

②　有価証券

１．売買目的有価証券

　該当する事項はありません。

２．満期保有目的債券で時価のあるもの

　該当する事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 1,502 2,858 1,355 1,313 2,293 980

(2）債券       

①　国債、地方債

等
－

 

－

 

－ －

 

－

 

－

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 1,502 2,858 1,355 1,313 2,293 980

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 144 126 △17 44 34 △9

(2）債券       

①　国債、地方債

等
－ － － － － －

②　社債 100 97 △2 100 98 △1

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 244 224 △19 144 133 △10

合計 1,746 3,082 1,336 1,457 2,427 969

　（注）　前連結会計年度および当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行った

ものはありません。

　なお、当該株式の減損にあたっては、30％以上の下落率の株式について、個別銘柄ごとに、当連結会計年度末

における帳簿価格と過年度末の時価との乖離状況を把握するとともに、将来の回復可能性を勘案し、減損処理を

行うこととしております。

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

3,288 1,799 － 570 278 －
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５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

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）

(1）その他有価証券

非上場株式 301 301

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
(百万円)

５年超10年
以内
(百万円)

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
(百万円)

５年超10年
以内
(百万円)

10年超
（百万円）

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － 100 － － － 100 － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － 100 － － － 100 － －

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

 

④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

１．採用している退職給付金制度の概要

　　　　当社および国内連結子会社は、平成16年３月１日

付けで、退職給付債務の全廃を目的として退職金制

度を改訂し、確定拠出年金制度および前払退職金制

度の選択制へ移行しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

　　　　　　　　　　　同左

  

２．退職給付費用に関する事項 ２．退職給付費用に関する事項

(1)前払退職金支給額    107百万円

(2)確定拠出年金への掛金支払

   額

220　　  

計    327百万円

(1)前払退職金支給額    32百万円

(2)確定拠出年金への掛金支払

   額

72　　  

計   105百万円
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

未払費用否認 259

賞与引当金超過額 173

未払事業税 55

未払事業所税 26

その他 14

 530

評価性引当額 △3

繰延税金資産（流動）の純額 526

  

繰延税金資産（固定）  

減損等による否認 318

役員退職慰労引当金 277

貸倒引当金超過額 95

有価証券評価損 10

繰越欠損金 9

その他有価証券評価差額金 7

その他 13

 732

評価性引当額 △245

 486

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △548

固定資産圧縮積立金 △50

その他 △15

 △614

繰延税金負債（固定）の純額 △127

繰延税金資産（流動）  

未払費用否認 253

賞与引当金超過額 174

繰延ヘッジ損失 93

未払事業税 52

未払事業所税 13

役員賞与引当金否認 4

その他 5

繰延税金資産（流動）の純額 598

  

繰延税金資産（固定）  

減損等による否認 607

役員退職慰労引当金 279

貸倒引当金超過額 41

その他有価証券評価差額金 4

その他 15

 947

評価性引当額 △475

 471

  

  

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △396

その他 △16

 △413

繰延税金資産（固定）の純額 58
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳　

（単位：％）

　法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.5

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
 △0.3

連結調整勘定当期償却額 △2.8

評価性引当額の増加額 16.5

合併引継ぎによる調整額 △9.1

再評価土地売却による調整

額
△4.2

住民税均等割等 4.9

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
46.4

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳　

（単位：％）

　法定実効税率 40.4 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.7 

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△1.2 

負ののれん勘定当期償却額 △3.9 

評価性引当額の増減額 38.7 

再評価土地売却による調整

額
△16.1 

住民税均等割等 5.4 

その他 △4.6 

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
59.4 
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

  

ホームセン
ター関連事
業
（百万円）

 
環境機器
関連事業
（百万円）

 
住宅機器
関連事業
（百万円）

 
その他の
事業

（百万円）
 

計
（百万円）

 
消去

又は全社
（百万円）

 
連結

（百万円）
 

Ⅰ　売上高及び営業損益                

(1）外部顧客に対する売上高  92,290  4,728  6,708  710  104,437  －  104,437  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 －  530  271  226  1,028  (1,028) －  

計  92,290  5,259  6,980  937  105,466  (1,028) 104,437  

営業費用  88,374  5,192  6,789  958  101,314  435 101,749  

営業利益  3,916  66 190  (21) 4,151  (1,463) 2,687  

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
               

資産  47,537  －  －  412  47,950  11,991  59,942  

減価償却費  880  15  4  5  905  60  966  

減損損失  617  415  202  638  1,874  －  1,874  

資本的支出  1,924  45  0  3  1,974  1  1,976  

　（注）１．事業区分の方法

事業は、取扱商品および製品の系列ならびに市場・販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

ホームセンター関連事業………ＤＩＹ用品、家庭用品、レジャー用品の販売に関する事業

環境機器関連事業………………浄化槽の製造・販売、各種水処理施設の設計・施工・維持管理に関する事業

住宅機器関連事業………………建築資材および住宅設備機器の販売・施工に関する事業

その他の事業……………………地質・大気・土壌・産業廃棄物の分析・測定、一般貨物輸送、不動産の売買

および仲介、人材派遣、一般旅行代理店、バイオディーゼル燃料の製造およ

び製造プラントの販売に関する事業

        ３．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、前連結会計年度より固定資産の減

　　　　　　損に係る会計基準を適用しております。この変更により、従来の方法に比べ前連結会計年度の営業費用は、

　　　　　　ホームセンター関連事業が90百万円、その他の事業が84百万円減少し、営業利益がそれぞれ同額増加してお

　　　　　　ります。

        ４．ホームセンター関連事業において、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとお

　　　　　　り、前連結会計年度より不動産賃貸収入および不動産賃貸原価の計上方法を変更しております。この変更に

　　　　　　より、従来の方法に比べ、売上高は５億10百万円、営業費用は３億56百万円、営業利益は１億54百万円それ

　　　　　　ぞれ増加しております。

５．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
1,493

当社の総務・経理部門等管理部門に係る費用で

あります。

６．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産

 
前連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた全

社資産の金額
11,991

当社の余資運用資金（現金および預金）、長期

投資資金（投資有価証券等）および管理部門に

係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年８月31日）

 　　　ホームセンター関連事業の売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益およ

　　　び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメント資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

 　　　　　 当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年８月31日）

 　　　　　　 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

 　　　　　 当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年８月31日）

 　　　　　　 海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　特に記載すべき事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈲こおゆう

（注）1

愛媛県松山

市 
48

不動産賃

貸業、損

害保険代

理業

 被所有

 12.1
兼任3人

㈲こおゆ

う所有の

不動産の

賃借

賃借料の支

払 
18  － －

㈲エフエム

企画 

（注）2

愛媛県松山

市 
22

不動産賃

貸業 

 被所有

 1.8
兼任1人  なし 改装工事 32  － －

㈱ダイキア

クシス 

（注）3

愛媛県松山

市 
1,000 製造業  なし 兼任1人

商品の仕

入、店舗

の設備管

理、シス

テム使用

料の受取、

当社本社

ビルの賃

貸料受取

商品仕入 302

支払手形

及び買掛

金・工事

未払金

53

設備管理 8
その他流

動負債
1

システム

負担費用
24

その他流

動資産
4

賃貸料の

受取
76

その他流

動資産
12

 ㈱ダイテク

（注）4

愛媛県松山

市
10

汚水・排

水処理装

置の維持

管理

 なし  なし

当社店舗

の設備管

理

設備管理 110
その他流

動負債
19

　（注）１．当社役員大亀裕およびその近親者が、議決権の100％を直接保有しております。

２．当社役員大亀文夫およびその近親者が、議決権の100％を直接保有しております。

 　　　 ３．当社役員大亀裕が、議決権の73％を直接保有しております。

４．㈱ダイキアクシスが、議決権の100％を直接保有しております。

 　　　 ５．上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　　 ６．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記各社との取引につきましては、市場価格を参考に決定しております。

(3）子会社等

　特に記載すべき事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当する事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年８月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　特に記載すべき事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈲こおゆう

（注）1

愛媛県松山

市 
48

不動産賃

貸業、損

害保険代

理業

 被所有

 12.1
兼任3人

㈲こおゆ

う所有の

不動産の

賃借

賃借料の支

払 
7  － －

㈱ダイキア

クシス 

（注）2

愛媛県松山

市 
1,000 製造業  なし 兼任1人

商品の仕

入、店舗

の設備管

理、シス

テム使用

料の受取、

当社本社

ビルの賃

貸料受取

商品仕入 251

支払手形

及び買掛

金・工事

未払金

52

設備管理 6
その他流

動負債
1

システム

負担費用
15

その他流

動資産
1

賃貸料の

受取
58

その他流

動資産
13

債権の売却 11
その他流

動資産
12

株式の売却 24
その他流

動資産
－

 ㈱ダイテク

（注）3

愛媛県松山

市
10

汚水・排

水処理装

置の維持

管理

 なし  なし

当社店舗

の設備管

理

設備管理 68
その他流

動負債
23

　（注）１．当社役員大亀裕およびその近親者が、議決権の100％を直接保有しております。

 　　　 ２．当社役員大亀裕が、議決権の73％を直接保有しております。

３．㈱ダイキアクシスが、議決権の100％を直接保有しております。

 　　　 ４．上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　　 ５．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記各社との取引につきましては、市場価格を参考に決定しております。

　　　　　　債権の売却につきましては、第三者機関の鑑定によっております。

(3）子会社等

　特に記載すべき事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当する事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 1,149円75銭

１株当たり当期純利益金額   44円83銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,137円94銭

１株当たり当期純利益金額   9円67銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
9円64銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,121 253

普通株主に帰属しない金額（百万円） 18 －

(うち利益処分による役員賞与金) (18) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,103 253

期中平均株式数（株） 24,606,258 26,199,883

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － 0

(うち支払利息(税額相当額控除後)) － (－)

(うち支払手数料(税額相当額控除後)) － (0)

普通株式増加数（株） － 92,103

(うち転換社債) － (83,659)

(うち新株予約権） － (8,444)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　2008年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債（券面総額80百万円）

および新株予約権（新株予約権の数

5,485個）

──────
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（重要な後発事象）

 前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　１．株式移転による持株会社の設立

　 ㈱カーマ（以下「カーマ」という）・ホーマック㈱ （以下「ホーマック」という）・ダイキ㈱（以下「ダイキ」と

いう）は、平成17年７月11日に三社で締結した共同株式移転による持株会社ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス㈱ 

（呼称　ＤＪホールディングス　以下 「統合新会社」 という）設立の基本合意書に基づき、平成18年４月10日に開催

したそれぞれの取締役会において、株式移転計画の締結を承認いたしました。

　なお、ホーマックにおきましては、平成18年５月18日開催の第55回定時株主総会において、カーマにおきましては、

平成18年６月23日開催の第35回定時株主総会において、また、ダイキにおきましては、平成18年６月29日開催の第44回

定時株主総会において、それぞれ当該株式移転による持株会社設立について承認されました。

　株式移転の概要は、次のとおりであります。

(1) 株式移転の目的

　日本の小売業界は、経営構造改革の遅れと市場のグローバル化、情報・物流の高度化、株主重視経営への要請等、

時代の潮流の中にあります。こうした環境において三社は「お客様の暮らし」を支える社会的なインフラとして、経

営基盤を一層強固なものとし、社会への貢献度を高め続けていくために、平成15年２月に業務・資本提携を行い、そ

の後平成15年５月に設立したＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を通じて、商品輸入・ＰＢ商品の開発・共同仕入等を行ってまい

りました。この三社での取り組みはお客様のご支持を頂き、ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ政策商品の取扱いが全商品に占める

割合は25％を超えるまでに成長いたしました。この成功をもとに、これまでの提携・協力関係を大きく前進させ更な

る発展を図るため経営統合を行うことといたしました。

(2) 株式移転の日程

平成18年９月１日（予定）

(3) 株式移転比率

株式移転に伴い各社の株式に割当てられる統合新会社の普通株式数は、以下の割合といたします。　

会社名 カーマ ホーマック ダイキ

 株式移転比率 2.2 1.4 1.0

　これにより、カーマ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式2.2株を、ホーマック普通株式１株に対し、統合新会

社普通株式1.4株を、ダイキ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式1.0株を、それぞれ割当てます。ただし、株式

移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合、または、重大な影響を与える事由が生じた場合には、

三社協議の上、株式移転比率を変更することがあります。　

(4) 株式移転交付金

　株式移転交付金は、支払わない予定です。なお、株式移転期日の前日までの決算期における配当は別途、三社が各々

支払う予定です。

(5) 統合新会社の上場申請に関する事項

　統合新会社は、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所へ新規上場を行うことを予

定しています。上場日は、各証券取引所の規則等に基づき決定されますが、平成18年９月１日を予定しています。株

式移転に伴い、現在、三社が証券取引所に上場している普通株式は、平成18年８月28日に上場廃止となる予定です。
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  (6) 株式移転の当事会社の概要

商号
株式会社カーマ

（注）１ 

ホーマック株式会社

（注）２ 

ダイキ株式会社

（注）１ 

　事業内容 ホームセンター事業 ホームセンター事業 ホームセンター事業

　設立年月 昭和45年２月 昭和26年12月 昭和38年12月

　本店所在地 愛知県刈谷市 北海道札幌市 愛媛県松山市 

　代表者
代表取締役社長

久田　宗弘

代表取締役社長

柴田　憲次 

代表取締役社長

山下　雄輔 

　資本金 60億円 109億円 70億円

　発行済株式総数 33,200千株（注）３ 41,844千株（注）４ 27,088千株（注）５

　株主資本　　（注）６ 499億円 502億円 301億円 

　総資産　　　（注）６ 896億円 1,097億円 599億円

　決算期 ３月  ２月 ３月

  従業員数　  （注）６ 1,026名（正社員） 2,058名(正社員) 1,093名(正社員)

 (注）１　平成18年３月31日現在

２　平成18年２月20日現在

３　カーマは、自己株式として532千株を保有しております。

４　ホーマックは、自己株式として８千株を保有しております。また、平成18年２月21日を合併期日とする合併を

行っているため、平成18年２月28日現在の発行済株式総数は、42,303千株となっております。

５　平成18年３月31日現在のダイキの発行済株式総数は、27,088千株であり、自己株式として912千株、従業員向け

ストックオプション及び新株予約権付社債に伴う潜在株式632千株があります。

６　連結の数値を記載しております。

　(7) 株式移転の当事会社の概要

　商号
　ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社

 （英文名　DCM Japan Holdings Co., Ltd.） 

　事業内容 
　ホームセンター事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事

　業活動の支配・管理等 

　本店所在地 　東京都港区 

　資本金 　100億円  

　決算期 　２月末日  

 当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成18年８月31日）

　平成18年９月１日、当社、株式会社カーマおよびホーマック株式会社の三社は、共同株式移転による経営統合により

完全親会社となるＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社を設立し、当社は同社の完全子会社となりました。

　これに伴い、当社が所有している自己株式886百万円は親会社株式となり、純資産の部の控除項目から流動資産に計上

されることとなります。　

　なお、今回の経営統合に伴い、当社、株式会社カーマ、ホーマック株式会社および三井物産株式会社は、共同出資会

社であるＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社について、それぞれが保有する株式の全てをＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス

株式会社に平成18年９月30日付けで譲渡いたしました。これにより、ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社は、持分法の適用範囲

から除外されることとなります。 
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平成１８年８月期 個別財務諸表の概要 平成18年10月10日

上場会社名 ダイキ株式会社 本社所在都道府県 愛媛県

(URL　http://www.daiki-grp.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　山下　雄輔　

問合せ先責任者 ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社　　ＴＥＬ　（０３）５４１９－８９９１

 執行役員　財務・経理グループ担当　鎌田　清孝　

決算取締役会開催日
平成18年10月10日

  

１．平成１８年８月期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年８月３１日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年8月期 39,500 － 1,236 － 1,340 －
18年3月期 96,032 △4.0 2,509 0.7 2,847 △4.6

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％  円　銭  円　銭 ％ ％ ％

18年8月期 169 －  6.46  6.43 0.5 2.3 3.4
18年3月期 1,169 △18.9  46.92  － 4.1 4.4 3.0

（注）①期中平均株式数 18年8月期        26,199,883 株 18年3月期      24,606,258 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。なお、平成18
　年８月期は決算期の変更を行ったため表示しておりません。

      ④平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式

　　　　が存在しないため記載しておりません。

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％  円　銭

18年8月期 58,192 30,649 52.7  1,165.55
18年3月期 59,696 30,921 51.8  1,180.71

（注）①期末発行済株式数 18年8月期          26,296,440株 18年3月期           26,176,400株

②期末自己株式数 18年8月期              876,745株 18年3月期        912,575株

２．平成１９年２月期の連結業績予想（平成１８年９月１日～平成１９年２月２８日）

　業績予想につきましては、ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社の「平成19年２月期の業績予想及び経営方針」

を参照してください。

 　（注）平成18年８月期の期末配当は、１株当たり７円50銭を予定しております。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   7,751   9,004  1,253

２．受取手形   44   55  10

３．売掛金   286   241  △45

４．完成工事未収入金   44   68  23

５．商品   14,074   13,758  △315

６．前渡金   17   6  △10

７．前払費用   138   364  225

８．繰延ヘッジ損失   655   －  △655

９．繰延税金資産   519   593  74

10．その他   687   1,327  639

11．貸倒引当金   △13   △3  10

流動資産合計   24,206 40.6  25,416 43.7 1,209

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  23,664   22,061    

減価償却累計額  12,866 10,797  12,188 9,872  △924

２．構築物  4,049   3,895    

減価償却累計額  2,857 1,191  2,736 1,158  △32

３．機械装置  268   259    

減価償却累計額  192 75  191 68  △7

４．車両運搬具  151   153    

減価償却累計額  125 25  129 23  △1

         

５．工具器具備品  989   1,026    

減価償却累計額  740 248  764 261  12

６．土地   9,931   8,652  △1,278

７．建設仮勘定   264   57  △207

有形固定資産合計   22,535 37.7  20,095 34.5 △2,439
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2）無形固定資産         

１．借地権   1,352   1,325  △27

２．商標権   8   7  △0

３．ソフトウェア   5   8  3

４．その他   32   32  －

無形固定資産合計   1,398 2.3  1,374 2.4 △24

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   3,384   2,728  △655

２．関係会社株式   147   94  △53

３．出資金   315   315  －

４．長期貸付金   32   103  71

５．関係会社長期貸付金   90   275  185

６．長期滞留債権等   237   24  △213

７．長期前払費用   726   820  93

８．差入保証金   6,608   6,580  △27

９．店舗賃借仮勘定 ※１  66   64  △1

10. 長期繰延税金資産   －   53  53

11．その他   253   353  99

12．貸倒引当金   △306   △107  198

投資その他の資産合計   11,555 19.4  11,305 19.4 △249

固定資産合計   35,489 59.4  32,775 56.3 △2,714

資産合計   59,696 100.0  58,192 100.0 △1,504
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   5,285   5,310  25

２．買掛金   5,595   5,873  277

３．工事未払金   80   100  20

４．１年内返済予定長期借
入金

  1,335   1,243  △92

５．未払金   149   175  25

６．未払法人税等   597   567  △29

７．未払消費税等   －   198  198

８．未払費用   1,838   1,918  80

９．未成工事受入金   3   13  10

10．前受金   93   52  △41

11．預り金   136   142  5

12．金利スワップ   655   232  △422

13．賞与引当金   424   426  1

14．役員賞与引当金   －   9  9

15．その他   293   114  △178

流動負債合計   16,489 27.6  16,379 28.1 △109

Ⅱ　固定負債         

１．新株予約権付社債   80   －  △80

２．長期借入金   9,343   8,756  △586

３．役員退職慰労引当金   668   663  △4

４．繰延税金負債   102   －  △102

５．再評価に係る繰延税金
負債

  403   265  △138

６．長期預り金   1,613   1,421  △192

７．その他   73   54  △18

固定負債合計   12,285 20.6  11,162 19.2 △1,122

負債合計   28,774 48.2  27,542 47.3 △1,232
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  7,018 11.8  － － △7,018

Ⅱ　資本剰余金         

  １．資本準備金  7,534   －    

２．その他資本剰余金         

　(1)自己株式処分差益  21   －    

資本剰余金合計   7,556 12.7  － － △7,556

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  380   －    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  14,880   －    

(2）固定資産圧縮積立金  74   －    

３．当期未処分利益  3,752   －    

利益剰余金合計   19,087 32.0  － － △19,087

Ⅳ　土地再評価差額金   △2,613 △4.4  － － 2,613

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  795 1.3  － － △795

Ⅵ　自己株式 ※３  △922 △1.6  － － 922

資本合計   30,921 51.8  － － △30,921

負債・資本合計   59,696 100.0  － － △59,696
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

 （純資産の部）         

 Ⅰ 株主資本         

 　１．資本金   － －  7,058 12.1 7,058

 　２．資本剰余金         

 　（１）資本準備金  －   7,574    

 　（２）その他資本剰余金  －   32    

 　資本剰余金合計   － －  7,606 13.1 7,606

 　３．利益剰余金         

 　（１）利益準備金  －   380    

 　（２）その他利益剰余金         

 　　　別途積立金  －   17,880    

 　　　繰越利益剰余金  －   210    

 　利益剰余金合計   － －  18,471 31.7 18,471

 　４．自己株式   － －  △886 △1.5 △886

 　株主資本合計   － －  32,250 55.4 32,250

 Ⅱ 評価・換算差額等         

 　１．その他有価証券評価
　　
　　　 差額金

  － －  577 1.0 577

 　２．繰延ヘッジ損益   － －  △138 △0.2 △138

 　３．土地再評価差額金   － －  △2,040 △3.5 △2,040

 　評価・換算差額等合計   － －  △1,600 △2.7 △1,600

 　純資産合計   － －  30,649 52.7 30,649

 　負債及び純資産合計   － －  58,192 100.0 58,192
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   96,032 100.0  39,500 100.0 －

Ⅱ　売上原価 ※１  69,886 72.8  27,700 70.1 －

売上総利益   26,145 27.2  11,800 29.9 －

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  160   403    

２．支払運賃  573   210    

３．広告宣伝費  1,659   705    

４．貸倒引当金繰入額  3   3    

５．役員報酬  108   40    

６．給料手当  6,724   2,946    

７．賞与手当  733   36    

８．賞与引当金繰入額  424   426    

９．役員賞与引当金繰入額  －   9    

10．退職給付費用  282   102    

11．役員退職慰労引当金繰
入額

 26   9    

12．福利厚生費  1,025   480    

13．減価償却費  918   367    

14．不動産賃借料  4,729   2,149    

15．リース料  2,002   848    

16．水道光熱費  1,207   564    

17．研究開発費 ※１ 43   －    

18．その他  3,010 23,635 24.6 1,258 10,564 26.8 －

営業利益   2,509 2.6  1,236 3.1 －

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  28   14    

２．有価証券利息  1   0    

３．受取配当金  39   27    

４．仕入割引  82   －    

５．為替差益  14   －    

６．不動産賃貸収入  312   157    

７．手数料収入  165   77    

８．雑収入  109 753 0.8 12 290 0.7 －
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  117   43    

２．不動産賃貸原価  234   124    

３．貸倒引当金繰入額  6   －    

４．デリバティブ評価損  7   －    

５．雑損失  49 415 0.4 17 185 0.4 －

経常利益   2,847 3.0  1,340 3.4 －

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  0   221    

２．投資有価証券売却益  1,799   278    

３．子会社株式売却益  100   －    

４．その他特別利益  18 1,919 2.0 12 512 1.3 －

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損  43   －    

２．固定資産売却損  3   17    

３．固定資産除却損  7   6    

４．減損損失 ※２ 1,677   1,237    

５．社債買入消却損  919   －    

６．子会社株式売却損  20   8    

７．その他特別損失  30 2,703 2.8 15 1,286 3.3 －

税引前当期純利益   2,064 2.2  566 1.4 －

法人税、住民税及び事業
税

 1,198   524    

法人税等調整額  △303 895 1.0 △126 397 1.0 －

当期純利益   1,169 1.2  169 0.4 －

前期繰越利益   311   －  －

中間配当額   184   －  －

土地再評価差額金取崩額   395   －  －

合併による未処分利益受
入額

  2,060   －  －

当期未処分利益   3,752   －  －

         

 （注）対前年比につきましては、変則決算のため記載しておりません。
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

 利益処分案

  
前事業年度

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,752

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  196  

２．役員賞与金  14  

（うち監査役賞与金）  (－)  

３．任意積立金    

　(1)固定資産圧縮積立金  －  

(2)別途積立金  3,000 3,211

Ⅲ　次期繰越利益   541

    

　（注）　（　）日付は、株主総会の承認日であります。
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 株主資本等変動計算書

株主資本

 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 
資本

準備金 

その他

資本

剰余金 

資本

剰余金

合計 

利益

準備金 

その他利益剰余金 
利益

剰余金

合計
 （百万円）

別途

積立金

固定資産

圧縮

積立金 

 繰越利

益剰余金

平成18年３月31日

　

残高

7,018 7,534 21 7,556 380 14,880 74 3,752 19,087 △922 32,739

当事業年度中の変動

額
   －     －   

　新株の発行 39 39  39     －  79

　剰余金の配当    －    △196 △196  △196

　当期純利益    －    169 169  169

　自己株式の取得    －     － △0 △0

　自己株式の処分   10 10     － 36 47

  固定資産圧縮積

　立金取崩額
   －   △74 74 －  －

  土地再評価差額

　金取崩額
   －    △573 △573  △573

  利益処分による

　別途積立金繰入

　額

   －  3,000  △3,000 －  －

  利益処分による

　役員賞与
   －    △14 △14  △14

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

   －     －  －

当事業年度中の変動

額合計
39 39 10 50 － 3,000 △74 △3,541 △615 36 △488

平成18年８月31日

残高
7,058 7,574 32 7,606 380 17,880 － 210 18,471 △886 32,250
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評価・換算差額等  

（百万円）

その他

有価証券

評価

差額金 

繰延

ヘッジ

損益 

土地

再評価

差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産

合計  

平成18年３月31日

　

残高

795 － △2,613 △1,817 30,921

当事業年度中の変動

額
     

　新株の発行    － 79

　剰余金の配当    － △196

　当期純利益    － 169

　自己株式の取得    － △0 

　自己株式の処分    － 47

  固定資産圧縮積

　立金取崩額
   － －

  土地再評価差額

　金取崩額
   － △573

  利益処分による

　別途積立金繰入

　額

   － －

  利益処分による

　役員賞与
   － △14

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

△218 △138 573 216 216

当事業年度中の変動

額合計
△218 △138 573 216 △271

平成18年８月31日

　

残高

577 △138 △2,040 △1,600 30,649
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

   ……決算日の市場価格等に基づく時価

　　　 法（評価差額は全部純資産直入法

       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

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　……時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

……売価還元法による原価法

(1）商品

……売価還元法による原価法

 (2）未成工事支出金

　　　……個別法による原価法 

(2）未成工事支出金

　　　……個別法による原価法 

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（付属設備を除く）は

定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

　建物　　　　　２～56年

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

 (2）無形固定資産

……定額法

　なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

 (3）長期前払費用

……定額法

(3）長期前払費用

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）　　　　────── (3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規による期末要支給額を計上しており

ます。

(4）役員退職慰労引当金

同左

６．収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準

……工事完成基準によっております。

完成工事高の計上基準

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

７．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

８．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

(3)ヘッジ方針

　金利変動リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しており

ます。

(1)ヘッジ会計の方法

　　同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(3)ヘッジ方針

　　同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

９．決算期の変更に関する事

項

──────  平成18年６月29日の定時株主総会におい

て定款の一部変更が決議され、決算期を３

月31日より２月末日に変更いたしました。

変更の理由は完全親会社となるＤＣＭ Ｊ

ａｐａｎホールディングス㈱の設立に伴い、

事業年度を同社と一致させることにより、

経営計画の策定、業績管理、連結決算への

対応など経営全般にわたって、より効果的

な事業展開を図るためのものであります。

なお、平成18年４月１日から始まる事業年

度は平成18年８月31日までとし、平成18年

９月１日から始まる事業年度は平成19年２

月28日までとしております。

　このため、当事業年度は平成18年４月１

日から平成18年８月31日までの５ヶ月間と

なっております。

１０．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）を適用しております。これにより、営業

利益および経常利益が122百万円増加し、税引前当期純利益

は1,554百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

 ──────

 

──────

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）お

よび「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は30,788百万円であ

ります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

 

──────

 （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。これにより、役員賞与については、従来、

利益処分により株主総会の決議を経て未処分利益の減少とし

て処理しておりましたが、当事業年度より発生時に費用処理

しております。

　この結果、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益および

税引前当期純利益はそれぞれ9百万円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

（貸借対照表）

　１．「立替金」は、従来、区分掲記しておりました

　　　が、当事業年度より、資産総額の100分の１以下と

　　　なったため流動資産「その他」に含め表示するこ

　　　とに変更いたしました。

　  　　なお、当事業年度における「立替金」は104百万

　　　円であります。

  ２．「長期預り金」は、従来、固定負債の「その他」に

       含めて表示しておりましたが、当事業年度より、負

       債および資本の合計額の100分の１を超えたため

      「長期預り金」として区分掲記することに変更いた

       しました。

　　　   なお、前事業年度における「長期預り金」は358

       百万円であります。　　 

 

　──────

 

 

 

 

 

  ──────

（損益計算書）

    「水道光熱費」は、従来、販売費及び一般管理費の

  「その他」に含め表示しておりましたが、当事業年度よ

   り、販売費及び一般管理費の100分の5を超えたため「水

   道光熱費」として区分掲記することに変更いたしまし

   た。

     なお、前事業年度における「水道光熱費」は1,080百

   万円であります。

 

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年８月31日）

※１．新店出店における有形固定資産を賃借するための保

証金、敷金等で、未開店店舗に関するものであります。

※１．　　　　　　　　 同左

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　普通株式 45,000,000株

発行済株式総数　普通株式     27,088,975株

授権株式数　普通株式 45,000,000株

発行済株式総数　普通株式     27,173,185株

※３．当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

※３．当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

普通株式 912,575株 普通株式 876,745株

 　４．偶発債務  　４．偶発債務

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

（関係会社）

金融機関借入金等に対する保証

（関係会社）

金融機関借入金等に対する保証

ＤＣＭ Japan㈱ 382百万円 ＤＣＭ Japan㈱ 350百万円

（関係会社以外） （関係会社以外）

ローンコミットメント

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
     2,626百万円

ローンコミットメント

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
    2,513百万円

　５．配当制限 　５．　　　　　　　──────

　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより、増加した純資産額は795百

万円であります。

　

　６．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　６．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越限度額 14,200百万円

借入実行残高 －

差引額     14,200百万円

当座貸越限度額 14,000百万円

借入実行残高 －

差引額     14,000百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

※１．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   64百万円

※１．　          ──────

　　　

 

※２．減損損失

　　　　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、ホームセンター関連事業につきましては店

舗ごとに、環境機器関連事業、住宅機器関連事業、

およびその他の事業につきましては営業拠点ごとに、

また賃貸物件等を最小の単位としてグルーピングし

ており、遊休資産につきましても当該資産単独で資

産のグルーピングをしております。

　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては、

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループについて、遊休資産につきましては、

地価の下落している資産グループについて、減損を

認識し、各々の回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,677百万円）として計上いたしま

した。

　内訳は次のとおりであります。

ホームセンター関連事業

 用途 店舗（愛媛県他 13箇所）　　

建物及び構築物  277百万円

無形固定資産 97

リース資産 28

その他 17

計    420百万円

環境機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ６箇所）

建物及び構築物  114百万円

土地 301 

計    415百万円

※２．減損損失

　　　　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、店舗および賃貸物件等を最小の単位として

グルーピングしており、遊休資産につきましても当

該資産単独で資産のグルーピングをしておりま

す。

　店舗および賃貸物件につきましては、営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスである資産グルー

プについて、遊休資産につきましては、地価の下落

している資産グループについて、減損を認識し、

各々の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（1,237百万円）として計上いたしました。

　内訳は次のとおりであります。

店舗設備

 用途 店舗（愛媛県他 8箇所）　　

建物及び構築物 226百万円

機械装置及び運

搬具
　4 

土地 　81 

無形固定資産  27

その他   5

計    345百万円
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

住宅機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ４箇所）　　

建物及び構築物  22百万円

土地 180 

計    202百万円

その他の事業他

 用途 営業拠点、遊休資産

（愛媛県他 11箇所）　　

建物及び構築物  33百万円

土地  82 

無形固定資産 　　 466

リース資産   1 

その他 54

計   638百万円

　　　　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては使

用価値または正味売却価額の高い方を回収可能価額

としております。

　なお、使用価値につきましては、将来キャッ

シュ・フローを６％で割り引いて算定し、正味売却

価額につきましては鑑定評価額等の適切に市場価額

を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。

その他の設備

 用途 遊休資産、賃貸設備

（愛媛県他 20箇所）　　

建物及び構築物 336百万円

土地  554 

その他   1

計   892百万円

　　　　店舗および賃貸物件につきましては使用価値また

は正味売却価額の高い方を回収可能価額としており

ます。

　なお、使用価値につきましては、将来キャッ

シュ・フローを６％で割り引いて算定し、正味売却

価額につきましては鑑定評価額等の適切に市場価額

を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

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

８月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年８月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金超過額 171

未払費用否認 257

未払事業税 54

未払事業所税 26

その他 8

繰延税金資産（流動）の純額 519

  

繰延税金資産（固定）  

減損等による否認 318

役員退職慰労引当金 270

貸倒引当金超過額 95

子会社株式評価損 29

投資有価証券評価損 10

その他有価証券評価差額金 7

その他 13

 745

 評価性引当額 △234

 511

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △548

固定資産圧縮積立金 △50

その他 △15

 △613

繰延税金負債（固定）の純額 △102

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金超過額 172

未払費用否認 252

繰延ヘッジ損失 93

未払事業税 52

未払事業所税 13

役員賞与引当金否認 3

その他 4

繰延税金資産（流動）の純額 593

  

繰延税金資産（固定）  

減損等による否認 607

役員退職慰労引当金 274

貸倒引当金超過額 41

その他有価証券評価差額金 4

その他 15

 942

 評価性引当額 △475

 467

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △396

その他 △16

 △413

繰延税金資産（固定）の純額 53

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

（単位：％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.5

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.4

評価性引当額の増加額 11.4

合併引継ぎによる調整額 △9.2

再評価土地売却による調整

額 
△4.2

住民税均等割等 4.6

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等

の負担額
43.4

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.7

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△1.2

評価性引当額の増加額 42.6

再評価土地売却による調整

額 
△17.8

住民税均等割等 5.9

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等

の負担額
70.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額     1,180円71銭

１株当たり当期純利益金額   46円92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額    1,165円55銭

１株当たり当期純利益金額 6円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
6円43銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,169 169

普通株主に帰属しない金額（百万円） 14 －

(うち利益処分による役員賞与金) (14) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,154 169

期中平均株式数（株） 24,606,258 26,199,883

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － 0

(うち支払利息(税額相当額控除後)) － (－)

(うち支払手数料(税額相当額控除後)) － (0)

普通株式増加数（株） － 92,103

(うち転換社債) － (83,659)

(うち新株予約権） － (8,444)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　2008年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債（券面総額80百万円）

および新株予約権（新株予約権の数

5,485個） 

──────
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（重要な後発事象）

 前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　１．株式移転による持株会社の設立

 　　㈱カーマ（以下「カーマ」という）・ホーマック㈱ （以下「ホーマック」という）・ダイキ㈱（以下「ダイキ」　

　という）は、平成17年７月11日に三社で締結した共同株式移転による持株会社ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス

　㈱（呼称　ＤＪホールディングス　以下 「統合新会社」 という）設立の基本合意書に基づき、平成18年４月10日に

　開催したそれぞれの取締役会において、株式移転計画の締結を承認いたしました。

　　なお、ホーマックにおきましては、平成18年５月18日開催の第55回定時株主総会において、カーマにおきまして　

　は、平成18年６月23日開催の第35回定時株主総会において、また、ダイキにおきましては、平成18年６月29日開催の 

  第44回定時株主総会において、それぞれ当該株式移転による持株会社設立について承認されました。

 株式移転の概要は、次のとおりであります。

　(1) 株式移転の目的

　　　日本の小売業界は、経営構造改革の遅れと市場のグローバル化、情報・物流の高度化、株主重視経営への要請

    等、時代の潮流の中にあります。こうした環境において三社は「お客様の暮らし」を支える社会的なインフラとし

　　て、経営基盤を一層強固なものとし、社会への貢献度を高め続けていくために、平成15年２月に業務・資本提携を

　　行い、その後平成15年５月に設立したＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を通じて、商品輸入・ＰＢ商品の開発・共同仕入等を

　　行ってまいりました。この三社での取り組みはお客様のご支持を頂き、ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ政策商品の取扱いが全

　　商品に占める割合は25％を超えるまでに成長いたしました。この成功をもとに、これまでの提携・協力関係を大き

　　く前進させ更なる発展を図るため経営統合を行うことといたしました。

　(2) 株式移転の日程

　　平成18年９月１日（予定）

　(3) 株式移転比率

　　株式移転に伴い各社の株式に割当てられる統合新会社の普通株式数は、以下の割合といたします。　

会社名 カーマ ホーマック ダイキ

 株式移転比率 2.2 1.4 1.0

　これにより、カーマ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式2.2株を、ホーマック普通株式１株に対し、統合新会

社普通株式1.4株を、ダイキ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式1.0株を、それぞれ割当てます。ただし、株式

移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合、または、重大な影響を与える事由が生じた場合には、

三社協議の上、株式移転比率を変更することがあります。　

　(4) 株式移転交付金

　　　株式移転交付金は、支払わない予定です。なお、株式移転期日の前日までの決算期における配当は別途、三社が

　　各々支払う予定です。

　(5) 統合新会社の上場申請に関する事項

　　　統合新会社は、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所へ新規上場を行うことを

　　予定しています。上場日は、各証券取引所の規則等に基づき決定されますが、平成18年９月１日を予定していま

　　す。株式移転に伴い、現在、三社が証券取引所に上場している普通株式は、平成18年８月28日に上場廃止となる予　

　　定です。　
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 　(6) 株式移転の当事会社の概要

商号
株式会社カーマ

（注）１ 

ホーマック株式会社

（注）２ 

ダイキ株式会社

（注）１ 

　事業内容 ホームセンター事業 ホームセンター事業 ホームセンター事業

　設立年月 昭和45年２月 昭和26年12月 昭和38年12月

　本店所在地 愛知県刈谷市 北海道札幌市 愛媛県松山市 

　代表者
代表取締役社長

久田　宗弘

代表取締役社長

柴田　憲次 

代表取締役社長

山下　雄輔 

　資本金 60億円 109億円 70億円

　発行済株式総数 33,200千株（注）３ 41,844千株（注）４ 27,088千株（注）５

　株主資本　　（注）６ 499億円 502億円 301億円 

　総資産　　　（注）６ 896億円 1,097億円 599億円

　決算期 ３月  ２月 ３月

  従業員数　  （注）６ 1,026名（正社員） 2,058名(正社員) 1,093名(正社員)

 (注）１　平成18年３月31日現在

２　平成18年２月20日現在

３　カーマは、自己株式として532千株を保有しております。

４　ホーマックは、自己株式として８千株を保有しております。また、平成18年２月21日を合併期日とする合併を

行っているため、平成18年２月28日現在の発行済株式総数は、42,303千株となっております。

５　平成18年３月31日現在のダイキの発行済株式総数は、27,088千株であり、自己株式として912千株、従業員向け

ストックオプション及び新株予約権付社債に伴う潜在株式632千株があります。

６　連結の数値を記載しております。

　(7) 株式移転の当事会社の概要

　商号
　ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社

 （英文名　DCM Japan Holdings Co., Ltd.） 

　事業内容 
　ホームセンター事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事

　業活動の支配・管理等 

　本店所在地 　東京都港区 

　資本金 　100億円  

　決算期 　２月末日  

 当事業年度（自平成18年４月１日　至平成18年８月31日）　

　平成18年９月１日、当社、株式会社カーマおよびホーマック株式会社の三社は、共同株式移転による経営統合により完

全親会社となるＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社を設立し、当社は同社の完全子会社となりました。

　これに伴い、当社が所有している自己株式886百万円は親会社株式となり、純資産の部の控除項目から流動資産に計上さ

れることとなります。

　なお、今回の経営統合に伴い、当社、株式会社カーマ、ホーマック株式会社および三井物産株式会社は、共同出資会社

であるＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社について、それぞれが保有する株式の全てをＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式

会社に平成18年９月30日付けで譲渡いたしました。
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７．役員の異動

１．役員の異動

 　　（１）代表者の異動 

 　　　　　① 新任代表取締役候補　　

 　　　　　　　代表取締役社長　　佐藤　一郎　　（現　取締役（常務取締役待遇））

 　　　　　② 退任予定取締役　　　　　　　

 　　　　　　　代表取締役社長　　山下　雄輔　　（顧問　就任予定）

 　　（２）異動予定日

 　　　　　　平成18年11月22日
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