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（TEL． ０３－３６６５－９０１２） 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出について 

 

 当社は、平成 18 年 12 月９日付け「平成 13 年３月期から平成 18 年３月期における不適切な会

計処理について」で公表いたしましたとおり、過去複数年度にわたり不適切な会計処理が行われ

てきたことが判明したため、過年度財務諸表の適正性を図るために、過去６期分（平成 13 年３月

期から平成 18 年３月期）の有価証券報告書及び過去５期分（平成 13 年９月期から平成 17 年９月

期）の半期報告書の訂正を行うことといたしました。 

 

 つきましては、過年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を別添のとおり修正いた

します。 

 

 なお、平成 18 年 12 月 26 日付けで平成 13 年３月期から平成 18 年３月期の有価証券報告書の訂

正報告書及び平成 13 年９月期から平成 17 年９月期の半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提

出いたしましたので、併せてご報告申し上げます。 

 

記 

 

１．有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書の提出理由 

   各期の訂正報告書の記載のとおり。 

 

２．訂正事項 

   各期の訂正報告書の記載のとおり。 

 

３．訂正箇所 

   各期の訂正報告書の記載のとおり。 
 

以上 



【表紙】 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【事業年度】 第64期（自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【連絡者の氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【連絡者の氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第64期事業年度（平成13年３月期）」において、財務諸表の売上高が4,839千円、経常

利益が5,080千円及び税引前当期純利益が5,080千円過大に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成13年６月29日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報告書を添付してお

ります。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

第５ 経理の状況 

１ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成９年３月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 

売上高（千円） 77,577,001 73,421,423 70,714,743 71,870,978 76,962,837 

経常利益（千円） 606,573 49,970 268,128 305,774 609,405 

当期純利益（千円） 214,656 115,891 87,063 672,802 245,572 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 

(発行済株式総数)（株） 

389,528 

(331,057) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

純資産額（千円） 4,644,291 5,069,753 5,098,159 5,579,267 5,961,885 

総資産額（千円） 42,426,780 40,589,512 38,324,784 42,196,964 42,659,216 

１株当たり純資産額 

（円 銭） 
14,028 67 864 28 869 12 951 14 1,016 37 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

75 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

１株当たり当期純利益 

（円 銭） 
648 39 21 80 14 84 114 71 41 86 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 11.0 12.5 13.3 13.2 14.0 

自己資本利益率（％） 4.7 2.5 1.7 12.6 4.1 

株価収益率（倍） － 68.8 53.9 6.9 14.1 

配当性向（％） 11.6 50.6 67.4 8.7 23.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － －2,656,072 2,370,312 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － －1,463,834 892,412 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － 2,908,624 －703,306 

 



 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については、記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないため、記載

しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４．平成９年７月29日付をもって、500円額面株式１株を50円額面株式15株に分割しております。 

なお、第61期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

５．第61期の１株当たり配当額10円には、株式公開記念配当２円50銭が含まれております。 

６．事業税（第62期37,824千円）は、従来「販売費及び一般管理費」に含めておりましたが、財務諸表等規則の

改正に伴い、第62期から「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

７．当社の店頭公開日は平成９年11月10日であり、それ以前の株価はありませんので、株価収益率は記載してお

りません。 

８．従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を記載しております。 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成９年３月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － 4,042,662 2,831,379 5,390,798 

従業員数（人） 560 556 503 498 501 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管財、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和52年９月 八王子市元横山町に西関東支店を開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設、これに伴い西関東支店を発展的に解消。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 



３【事業の内容】 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）に従事しております。 

 部門ごとの主要商品及び売上構成比率を示すと、次のとおりであります。 

部門 主要商品 
売上構成比率（％） 

平成12年３月期 平成13年３月期 

管材 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

38.0 37.0 

継手類 
鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継

手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チ

ャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節弁等 

化成品類 

塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン

管、塩ビ管用各種継手類、カラーパイプ、Ｆ

ＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 

便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサー

システム、バス、洗面化粧台、水栓類、シャ

ワー金具類等 

36.2 37.0 

住宅機器・空

調・その他 

給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

25.8 26.0 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 
汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ

等 

その他 
汎用コンピュータシステム、オフコン、パソ

コン、携帯電話、ファクシミリ等 

合計  100.0 100.0 



 当社は、特需部門とルート部門の２つの販売経路をもち、その売上構成比率は次のとおりであります。 

 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

４【関係会社の状況】 

その他の関係会社 

 （注） 当社との間に、継続的で緊密な事業上の関係はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 当社の従業員数は、次のとおりであります。 

 （注） 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

品目 販売経路 
売上構成比率（％） 

平成12年３月期 平成13年３月期 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

特需部門   8.9 

ルート部門 91.1 

特需部門   9.7 

ルート部門 90.3 

合計 100.0 100.0 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の被所有割
合（％） 

関係内容 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区 100 損害保険代理業 21.4 役員の兼任３名 

  平成13年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

501 32.6 9.2 4,661 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期のわが国の経済は、昨年は大企業・製造業を中心とした企業業績の回復やＩＴ関連を中心とした設備投資

の増勢により、全体として緩やかな景気回復局面が続きました。しかし、今年に入って輸出の減少や設備投資の

減速などを背景に、景気の回復ペースが急速に鈍化し、平成12年度の実質成長率は１％程度の水準となる見込み

です。今後も、ますます景気の調整色が強まり不安定な状況が続くものと思われます。 

 当社の関連する建設業界においては、民間非住宅が前年比４％程度の増加、民間土木が前年比７％程度の増加

を見込みますが、民間住宅は住宅ローン減税による需要押上げ効果が一巡して前年比横這いに、公共建築・土木

については前年比７％程度の減少が予測され、全体で前年比３％程度のマイナスとなる見通しです。 

 このような状況下、当社は営業収益力と財務体質を強化するため、 

①予算の100％達成（全員が予算を持ち、達成する） 

②受注力の向上（業務型から獲注型への転換） 

③取引先ＣＳ度の向上（地域Ｎｏ.１のサービスレベルの実現） 

④取引先サーポート能力の向上（ソリューションカンパニーへ） 

⑤新規分野増分の追求（売上の10％） 

⑥業務見直しによる効率化の追求（生産性の向上10％） 

⑦社内体制の充実（強い会社に） 

⑧小口取引先への拡販、店頭商売の充実 

⑨情報技術の積極導入、展開 

⑩財務指標の改善（ＢＳの改善、ＰＬの改善、キャッシュ・フローの改善） 

 等に、取り組んでまいりました。 

 その結果、売上高は76,962百万円（前期比7.1％増）の増収となりました。 

 損益面においては商品価格の下落等、厳しい環境下ではありましたが、収益力向上に努めた上記諸対策により

利益率が大きく改善し、貸倒引当金の増加等で一般管理費が増えたものの経常利益は609百万円（前期比99.3％

増）の大幅な増益となりました。 

 また、特別損失にはデリバティブ評価損89百万円、会員権評価損13百万円を計上しました。 

 その結果、当期純利益は245百万円（前期比63.5％減）となりました。 

 部門別売上状況は以下のとおりです。 

①管材類 

 品揃えの充実に加え、昨年来新規導入の土木関連分野への取組、ハウスメーカー向け管材商品への商材の拡大

等の諸対策に加え、工場プラント向けのステンレス関連商品の販売強化策等により、売上高は28,524百万円（前

期比4.5％増）となりました。 

②衛生陶器、金具類 

 主力仕入先の東陶機器㈱とＴＯＴＯ－ＨＡＴ会を作って販売力を強化し、また施工力を取得してシステム商品

を売れる体制作り等の施策により、売上高は28,460百万円（前期比9.5％増）を達成しました。 

③住設機器類 

 商品知識の向上等による空調分野の販売力強化と主力メーカーとの共同販促活動等により、売上高は19,977百

万円（前期比7.5％増）を達成しました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、翌期首における支払い準備を厚くする

ため年度末に手形割引の実行を増加させたこと等により、前事業年度末に比べ2,559百万円増加し、当事業年度

末には5,390百万円となりました。 

 当事業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2,370百万円（前年同期は2,656百万円の使用）となりました。これは主に手

形割引高の増加による売上債権（受取手形）の減少、及び仕入債務（支払手形、買掛金）の増加によるものであ

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、得られた資金は892百万円（前年同期は1,463百万円の使用）となりました。これは主に特定

得意先に対する貸付の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） 

 財務活動の結果、使用した資金は703百万円（前年同期は2,908百万円の獲得）となりました。これは主に、短

期借入金の減少によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当事業年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） １．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当事業年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門別 
当事業年度 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

25,951,404 104.9 

衛生陶器・金具類（千円） 25,640,550 108.9 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

18,512,210 107.2 

合計（千円） 70,104,166 106.9 

部門別 
当事業年度 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

28,524,921 104.5 

衛生陶器・金具類（千円） 28,460,004 109.5 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

19,977,912 107.5 

合計（千円） 76,962,837 107.1 



３【対処すべき課題】 

 平成13年度の建設業界は、民間非住宅は首都圏を中心に増加が見込まれますが、民間住宅、公共建築投資はマ

イナスとなり、全体としては前年水準を下回る状況と予想されます。さらに、各種リサイクル法や品確法への対

応のほか、与信不安、業界再編等による構造変革を迫られており、環境の変化は更に進むものと思われます。 

 平成13年度は、前期決算を踏まえ、前期にも増して営業収益力、財務体質の強化に努めると同時に、マーケッ

ト、社会の大きな変化に対応して、新しい商売のしくみ作りも進めていきたいと考えております。 

 具体的には、以下の項目を推進していく所存です。 

①予算の100％達成（全員が予算を持ち、達成する） 

②受注力の向上（受注先行型営業） 

③取引先ＣＳ度の向上（地域Ｎｏ.１のサービスレベルの実現） 

④取引先サポート能力の向上（ソリューションカンパニーへ） 

⑤新規分野増分の追求（増分10％） 

⑥業務見直しによる効率化の追求（生産性の向上10％） 

⑦社内体制の充実（強い会社に） 

 特に以下の機能強化を図っていきたいと考えています。 

・商材   「必要な商材を何でも提供できるトータルサプライの実現」 

・物流   「必要な時に必要なモノをお届けするジャストイン物流の強化」 

・情報   「社員やお客様の必要な情報を一人一人に提供できるしくみ作り」 

・支援   「各種セミナーや施工研修等の充実でお客様の悩みを一緒に解決」 

・新規   「新しい分野や機能への取組でマーケット変化に素早く対応」 



４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２【主要な設備の状況】 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において18事業所を運営しております。また、

国内に賃貸物件を４物件、厚生施設等を11物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

平成13年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

ブロック等の名
称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 
(人) 建物 

（千円） 
構築物 
(千円) 

機械及
び装置 
（千円）

器具備品
（千円）

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

車輌運
搬具 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都中央区） 

管理本部 

商品統括ブロッ

ク 

特需ブロック 

東京ブロック 

販売・管理

設備 
60,978 194 － 3,525 

3,141 

(399)
4,734 72,573 156 

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
東京ブロック 配送設備 206,205 8,391 14,012 46,627 

2,393,050 

(8,815)
－ 2,668,288 18 

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

東北ブロック 
販売配送設

備 
582 396 － 210 － － 1,189 16 

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 〃 381 － － 1,233 － － 1,614 23 

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 〃 73,624 2,017 997 362 

132,000 

(2,297)
－ 209,001 18 

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

北関東ブロック 〃 72,510 2,601 1,232 144 
279,960 

(3,306)
－ 356,448 18 

埼玉支店 

（埼玉県久喜市） 
〃 〃 30,170 685 191 1,678 

35,620 

(7,652)
－ 68,345 28 

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
〃 〃 1,226 501 1,227 1,271 － － 4,227 17 

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
信越ブロック 〃 29,953 176 － 270 

5,434 

(1,818)
－ 35,835 17 

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 〃 843 254 － 629 

33,856 

(368)
－ 35,583 16 

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
東関東ブロック 〃 68,640 2,778 2,090 － 

2,179 

(985)
－ 75,688 17 

千葉支店 

（千葉県印旛郡白井

町） 

〃 〃 26,483 1,114 － 815 
203,356 

(3,044)
－ 231,770 25 

多摩支店 

（東京都立川市） 
西関東ブロック 〃 231 － 702 278 － － 1,212 21 

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭

和町） 

〃 〃 755 1,115 － 383 － － 2,255 16 

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 〃 3,832 － 637 492 － － 4,962 32 

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
西部ブロック 〃 41,432 7,438 92 169 

134,587 

(1,633)
－ 183,720 26 

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 〃 11,804 1,215 － 744 － － 13,764 17 

関西支店 

（大阪市城東区） 
〃 〃 11,487 － － 162 － － 11,649 20 

営業設備計  〃 641,144 28,882 21,184 58,999 
3,223,185 

(30,319)
4,734 3,978,131 501 

 



 （注）１．貸借設備として、建物13,573㎡、土地36,153㎡を事業に供しております。 

２．リース契約書等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リー

スであります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

ブロック等の名
称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 
(人) 建物 

（千円） 
構築物 
(千円) 

機械及
び装置 
（千円）

器具備品
（千円）

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

車輌運
搬具 
（千円） 

合計 
（千円） 

イトーピア橋本他賃

貸３物件 
－ － 1,360,263 1,691 7,786 476 

1,826,221 

(1,576)
－ 3,196,439 － 

西武ヴィラ苗場他厚

生施設等10物件 
－ － 67,249 － － 19 

22,950 

(2,879)
－ 90,219 － 

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ５～６ 81,616 155,908 

倉庫用ラック・積層他 一式 ７ 16,788 41,110 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１．発行済株式は、全て議決権を有しております。 

２．事業年度末後提出日までの増加は、平成13年５月18日付の株式分割によるものであります。 

(2)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．500円額面株式１株を50円額面株式15株に分割 

２．一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株式数 900,000株  発行価格 386円  資本組入額 170円  払込金総額 347,400千円 

３．平成13年２月22日開催の取締役会において、平成13年３月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載さ

れた株主に対し、平成13年５月18日付をもって所有株式１株を1.5株に分割することを決議いたしました。

これにより株式数は2,932,927株増加し、発行済株式総数は8,798,782株となっております。 

(3)【所有者別状況】 

 （注） 自己株式425株は、「単位未満株式の状況」に含めて記載しております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

記名・無記名の別及
び額面・無額面の別 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 
(平成13年３月31日現在) 

提出日現在発行数（株） 
(平成13年６月29日現在) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

記名式額面株式 

（券面額 50円） 

普通

株式 
5,865,855 8,798,782 日本証券業協会 

計 － 5,865,855 8,798,782 － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成９年７月29日 

（注）１． 
4,634,798 4,965,855 － － － － 

平成９年11月10日 

（注）２． 
900,000 5,865,855 153,000 542,528 194,400 434,439 

  平成13年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単位の株式数1,000株） 
単位未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
外国法人等
のうち個人 

個人その他 計 

株主数（人） － 13 3 71 － － 184 271 － 

所有株式数

（単位） 
－ 491 10 1,938 － － 3,405 5,844 21,855 

所有株式数の

割合（％） 
－ 8.40 0.17 33.16 － － 58.27 100.00 － 



(4)【大株主の状況】 

 （注） 株式会社住友銀行は、平成13年４月１日を合併期日として、株式会社さくら銀行と合併し、商号を株式会社三

井住友銀行に変更されております。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 単位未満株式数には、当社所有の自己株式が425株含まれております。 

②【自己株式等】 

(6）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【取締役又は使用人への譲渡及び利益、資本準備金又は再評価差額金による消却に係る自己株式の取得等の状

況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

  平成13年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,254 21.38 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,052 17.94 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 541 9.23 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 498 8.50 

株式会社住友銀行 大阪府大阪市中央区北浜4-6-5 150 2.56 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 108 1.86 

鈴木 直美 東京都港区元麻布1-3-37-406 88 1.50 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 75 1.28 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 60 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 60 1.02 

計  3,888 66.29 

  平成13年３月31日現在

議決権のない株式数（株） 
議決権のある株式数 
（自己株式等）（株） 

議決権のある株式数 
（その他）（株） 

単位未満株式数（株） 

－ － 5,844,000 21,855 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



３【配当政策】 

 当社は、可能な限り経営効率化により収益力の向上を図り、業績及び財務体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当

を行うことを基本方針としております。 

 このような方針に基づき、当期におきましては普通配当を１株につき10円と決定いたしました。 

 この結果、当期の配当性向は23.9％、株主資本配当率は1.0％となっております。 

 なお、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

４【株価の推移】 

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

３．平成９年11月10日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価については該当事項は

ありません。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） １．最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成９年３月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 

最高（円） － 1,510 1,170 930 980 

最低（円） － 460 520 665 
620 

(590) 

月別 平成12年10月 11月 12月 平成13年１月 ２月 ３月 

最高（円） 680 680 735 780 970 980 

最低（円） 660 665 670 730 790 
925 

(590) 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役会長 

代表取締役 
 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現） 

748 

取締役社長 

代表取締役 
 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社 

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現） 

1,578 

専務取締役 営業本部長 竹田 甲子郎 昭和11年12月30日生 

昭和35年４月 積水化学工業株式会社入社 

昭和56年４月 財務部長就任 

昭和60年６月 取締役就任 

平成３年６月 常務取締役就任 

平成６年６月 近畿セキスイ商事株式会社

代表取締役就任 

平成11年６月 当社専務取締役営業本部長

就任（現） 

1 

常務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長

就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副

本部長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就

任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任

（現） 

112 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 
商品統括・特

需分掌 
衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長

就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロッ

ク長就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需

分掌就任（現） 

31 

取締役 

信越ブロック

長兼関西ブロ

ック長 

山田 幸一 昭和15年９月１日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和55年２月 第三営業部販売一部長就任 

平成５年６月 取締役新潟支店長兼長野支

店長就任 

平成６年７月 取締役信越ブロック長就任 

平成10年４月 取締役関越ブロック長就任 

平成11年４月 取締役信越ブロック長就任 

平成13年４月 取締役信越ブロック長兼関

西ブロック長就任（現） 

23 

取締役 
中部ブロック

長 
佐野 正興 昭和18年７月３日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 西部支店部長就任 

平成７年６月 取締役西部ブロック長就任 

平成13年４月 取締役中部ブロック長就任

（現） 

12 

取締役 
北関東ブロッ

ク長 
高橋 忠利 昭和18年11月18日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 東関東支店部長就任 

平成７年６月 取締役東関東ブロック長就

任 

平成８年４月 取締役北関東ブロック長就

任（現） 

13 

取締役 
西関東ブロッ

ク長 
田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就

任（現） 

13 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 
東関東ブロッ

ク長 
太田 英生 昭和13年10月５日生 

昭和32年４月 株式会社角山商店入社 

昭和37年４月 当社入社 

平成元年５月 北関東支店部長就任 

平成６年４月 茨城支店長就任 

平成９年４月 東関東ブロック長就任 

平成９年６月 取締役東関東ブロック長就

任（現） 

16 

取締役 

商品統括ブロ

ック長兼特需

ブロック長 

鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長

兼特需ブロック長就任

（現） 

18 

取締役 
東京ブロック

長 
橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任

（現） 

18 

取締役 
東北ブロック

長 
遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任

（現） 

12 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社 

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社 

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現） 

24 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び松村正一は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に

定める社外監査役であります。 

２．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就

任 

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任 

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現） 

1 

監査役  松村 正一 大正15年１月21日生 

昭和27年４月 株式会社住友銀行入社 

昭和54年５月 同社取締役退任 

昭和56年６月 総合地所株式会社代表取締

役就任 

平成６年６月 明光ナショナル証券株式会

社監査役就任 

平成12年６月 当社監査役就任（現） 

－ 

計 18名   2,654 



第５【経理の状況】 

財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第63期事業年度（平成11年４月１日から平成12年３月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、第64期

事業年度（平成12年４月１日から平成13年３月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第63期事業年度（平成11年４月１日から平成12年３月31日まで）

及び第64期事業年度（平成12年４月１日から平成13年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査

を受けております。 

 その監査報告書は、財務諸表に添付しております。 

連結財務諸表について 

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年10月大蔵省令第28号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      0.10 ％ 

売上高基準      － ％ 

利益基準     △0.04 ％ 

剰余金基準     0.71 ％ 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第63期 

（平成12年３月31日現在） 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,618,948   5,188,327  

２．受取手形 
※３ 
※８ 

 12,484,863   11,128,429  

３．売掛金   11,476,240   11,707,671  

４．有価証券   298,987   202,470  

５．商品   4,094,714   3,768,974  

６．前渡金   7,045   2,788  

７．前払費用   102,524   63,229  

８．繰延税金資産   127,431   77,669  

９．短期貸付金   1,426,621   459,623  

10．未収入金   299,378   332,333  

11．その他 ※５  10,853   8,064  

12．貸倒引当金   －159,887   －74,668  

流動資産合計   32,787,723 77.7  32,864,913 77.0 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物 ※１ 3,065,676   3,078,731   

減価償却累計額  939,381 2,126,295  1,010,073 2,068,657  

２．構築物  123,114   124,704   

減価償却累計額  88,441 34,673  94,130 30,573  

３．機械及び装置  92,396   94,282   

減価償却累計額  58,653 33,743  65,311 28,971  

４．車両運搬具  8,830   8,830   

減価償却累計額  1,878 6,952  4,095 4,734  

５．器具備品  137,411   138,012   

減価償却累計額  69,036 68,375  78,516 59,495  

６．土地 ※１  5,072,087   5,072,087  

有形固定資産合計   7,342,128 17.4  7,264,520 17.0 

 



  
第63期 

（平成12年３月31日現在） 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(2）無形固定資産        

１．借地権   4,487   4,487  

２．ソフトウェア   778   348  

３．電話加入権   16,914   16,914  

無形固定資産合計   22,179 0.1  21,749 0.1 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  742,311   1,331,978  

２．関係会社株式   11,200   11,200  

３．出資金   4,370   4,370  

４．長期貸付金   815,393   874,087  

５．従業員長期貸付金   25,548   17,276  

６．長期滞留債権 ※４  752,732   724,696  

７．長期前払費用   10,786   12,268  

８．敷金及び保証金   579,205   422,078  

９．会員権   391,262   383,948  

10．その他   265,049   318,901  

11．貸倒引当金   －1,552,926   －1,592,772  

投資その他の資産合計   2,044,933 4.8  2,508,033 5.9 

固定資産合計   9,409,241 22.3  9,794,303 23.0 

資産合計   42,196,964 100.0  42,659,216 100.0 

        
 



  
第63期 

（平成12年３月31日現在） 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※８  7,243,277   7,941,919  

２．買掛金   6,626,967   6,802,512  

３．短期借入金   15,000,000   14,425,000  

４．一年内返済予定の長期
借入金 ※１ 

 1,131,000   3,046,000  

５．未払金   134,306   163,073  

６．未払費用   32,562   28,049  

７．未払法人税等   563,022   10,953  

８．未払消費税等   71,305   92,904  

９．前受金   2,223   17,052  

10．預り金   37,853   82,633  

11．前受収益   88,051   12,457  

12．賞与引当金   240,000   290,000  

13．その他   －   41,156  

流動負債合計   31,170,570 73.9  32,953,713 77.2 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  3,397,000   1,412,000  

２．繰延税金負債   305,060   452,043  

３．退職給与引当金   425,856   －  

４．退職給付引当金   －   463,684  

５．役員退職慰労引当金   647,512   664,235  

６．預り保証金 ※１  671,697   687,683  

７．その他   －   63,970  

固定負債合計   5,447,126 12.9  3,743,617 8.8 

負債合計   36,617,697 86.8  36,697,330 86.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  542,528 1.3  542,528 1.3 

Ⅱ 資本準備金   434,439 1.0  434,439 1.0 

Ⅲ 利益準備金   63,382 0.1  69,382 0.2 

Ⅳ その他の剰余金        

 



  
第63期 

（平成12年３月31日現在） 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(1)任意積立金        

１．固定資産圧縮積立金  611,925   1,634,734   

２．別途積立金  2,600,000 3,211,925  2,500,000 4,134,734  

(2)当期未処分利益   1,326,991   585,106  

その他の剰余金合計   4,538,917 10.8  4,719,840 11.1 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   － －  195,694 0.4 

資本合計   5,579,267 13.2  5,961,885 14.0 

負債資本合計   42,196,964 100.0  42,659,216 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   71,870,978 100.0  76,962,837 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  4,361,938   4,094,714   

２．当期商品仕入高  65,564,630   70,104,166   

合計  69,926,569   74,198,881   

３．商品期末たな卸高 ※１ 4,094,714 65,831,855 91.6 3,768,974 70,429,906 91.5 

売上総利益   6,039,123 8.4  6,532,930 8.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  954,679   961,711   

２．支払手数料  121,346   132,252   

３．旅費交通費  155,309   160,910   

４．通信費  180,483   172,292   

５．交際費  56,909   62,075   

６．貸倒引当金繰入額  54,287   143,491   

７．役員報酬  165,543   160,344   

８．給料手当  2,313,433   2,406,040   

９．賞与引当金繰入額  240,000   290,000   

10．退職給与引当金繰入額  74,508   －   

11．退職給付費用  －   106,991   

12．役員退職慰労引当金繰
入額 

 33,361   34,561   

13．法定福利費及び福利厚
生費 

 521,635   550,597   

14．賃借料  413,469   425,508   

15．事務用消耗品費  127,346   120,319   

16．減価償却費  49,438   58,957   

17．租税公課  57,318   74,297   

18．その他  346,312 5,865,384 8.2 303,288 6,163,639 8.0 

営業利益   173,739 0.2  369,290 0.5 

 



  
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  45,705   63,840   

２．受取配当金  13,705   14,975   

３．仕入割引  346,506   470,166   

４．賃貸収入  176,335   188,292   

５．その他  89,786 672,039 0.9 91,166 828,440 1.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息及び割引料  356,492   －   

２．支払利息  －   283,845   

３．手形売却損  －   149,303   

４．売上割引  72,222   70,105   

５．有価証券評価損  43,900   －   

６．賃貸費用  59,392   54,824   

７．その他  7,996 540,004 0.7 30,246 588,326 0.8 

経常利益   305,774 0.4  609,405 0.8 

Ⅵ 特別利益        

１．土地売却益   2,564,356 3.6  － － 

 



  
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．デリバティブ評価損  －   89,939   

２．固定資産除却損 ※２ 39,288   －   

３．貸倒引当金繰入額  1,351,114   －   

４．退職給与引当金繰入額  70,432   －   

５．会員権評価損  41,900 1,502,735 2.1 13,764 103,703 0.1 

税引前当期純利益   1,367,395 1.9  505,701 0.7 

法人税、住民税及び事
業税 

 650,000   246,200   

法人税等調整額  44,593 694,593 1.0 13,929 260,129 0.4 

当期純利益   672,802 0.9  245,572 0.3 

前期繰越利益   344,106   339,533  

過年度税効果調整額   －133,035   －  

税効果会計適用に伴う
固定資産圧縮積立金取
崩高 

  443,118   －  

当期未処分利益   1,326,991   585,106  

        



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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  1,367,395 505,701 

減価償却費  88,472 95,018 

貸倒引当金の減少（増
加）額 

 1,402,114 －53,472 

退職給与引当金の減少
（増加）額 

 86,818 －425,856 

退職給付引当金の増加額  － 463,684 

役員退職慰労引当金の増
加額 

 21,433 16,723 

受取利息及び受取配当金  －59,411 －78,815 

仕入割引  －346,506 -470,166 

支払利息及び割引料  356,492 － 

支払利息  － 283,845 

手形売却損  － 149,303 

有価証券評価損  43,900 － 

有形固定資産売却益  －2,564,356 － 

有形固定資産除却損  39,288 － 

会員権評価損  41,900 13,764 

デリバティブ評価損  － 89,939 

売上債権の減少（増加）
額 

 －2,899,591 1,153,038 

たな卸資産の減少額  267,224 325,740 

仕入債務の増加（減少）
額 

 －411,279 874,187 

その他  135,559 116,351 

小計  －2,430,545 3,058,988 

利息及び配当金の受取額  411,768 477,218 

利息の支払額  －372,687 －408,730 

法人税等の支払額  －264,608 －757,162 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 －2,656,072 2,370,312 

 



  
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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 

   

有価証券の取得による支
出 

 －51,750 －427 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 －2,717,846 －17,425 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 2,726,342 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 －50,832 －177,159 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 － 12,071 

貸付による支出  －4,971,708 －2,866,748 

貸付金の回収による収入  3,605,185 3,783,325 

その他  －3,224 158,776 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －1,463,834 892,412 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の減少（増
加）額 

 2,500,000 －575,000 

長期借入による収入  2,000,000 1,400,315 

長期借入金の返済による
支出 

 －1,532,000 －1,470,315 

自己株式の売却による収
入 

 － 689 

自己株式の取得による支
出 

 －717 －364 

配当金の支払額  －58,658 －58,649 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,908,624 －703,306 

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加
（減少）額 

 －1,211,283 2,559,418 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 4,042,662 2,831,379 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 2,831,379 5,390,798 

    



④【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

  
第63期 

（平成12年６月29日） 
第64期 

（平成13年６月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,326,991  585,106 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 16,388  15,609  

２．別途積立金取崩額  100,000 116,388 － 15,609 

合計   1,443,379  600,715 

Ⅲ 利益処分額      

１．利益準備金  6,000  6,100  

２．配当金  58,649  58,654  

３．役員賞与金  －  1,600  

（うち監査役賞与金）  (－)  (400)  

４．任意積立金      

(1）固定資産圧縮積立金  1,039,196  －  

(2）別途積立金  － 1,103,846 200,000 266,354 

Ⅳ 次期繰越利益   339,533  334,361 

      



重要な会計方針 

 
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

取引所の相場のある有価証券 

 移動平均法による低価法（洗替え方

式） 

取引所の相場のない有価証券 

移動平均法に基づく原価法 

（1）子会社株式……移動平均法による原

価法 

（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） 

 時価のないもの……移動平均法による原

価法 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

────── デリバティブ……時価法 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

 法人税法に規定する方法と同一の基準

を採用しております。 

（1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く）…定額法 

その他        …定率法 

（1）有形固定資産…建物（附属設備を除

く）は定額法、その他の有形固定資

産については定率法によっておりま

す。 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

 （2）無形固定資産……ソフトウェア

（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

（2）無形固定資産……ソフトウェア（自

社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定

額法 

 （3）長期前払費用……定額法 （3）長期前払費用……定額法によってお

ります。 

 なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、法人税法の規定に基づく実

績繰入率による繰入限度額のほか、個

別の債権についても回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 



 
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

 (3）退職給与引当金 

 従業員の退職以後の支出に備えるた

め、支給見込額に基づく現価による額

から適格退職年金制度に係る年金資産

残高の公正な評価額を控除した額相当

を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 従来、退職金規程に基づく自己都合

による期末要支給額の40％相当額を計

上しておりましたが、当期から退職以

後の支給見込額に基づく現価による額

から適格退職年金制度に係る年金資産

残高の公正な評価額を控除した額相当

を計上する方法に変更いたしました。 

 この変更は、従来の計上方法に比

べ、退職金費用のより合理的な期間配

分を行うことができるとともに、近

年、退職年金資産の運用環境が悪化し

たことにより、退職年金給付に必要な

資産の積立不足が生じ、将来の年金給

付コストの増加をもたらす恐れが出て

きたため、退職年金給付の負担の適正

化と財務内容の健全性を図るものであ

ります。 

 この変更により、当期末の退職給与

引当金繰入額は従来の方法によった場

合と比べ、70,432千円増加し、同額を

特別損失として処理しております。こ

の結果、税引前当期純利益は70,432千

円減少しております。 

 なお、当中間期は従来の計上方法に

よっておりますが、これは支給見込額

に基づく現価額を算定し得る環境が、

当下期において整ったために行ったも

のであります。 

 当中間期において当期末と同一の計

上方法によった場合と比べ、特別損失

（退職給与引当金繰入額）は44,225千

円少なく、税引前中間純利益は44,225

千円多く計上されております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適格

退職年金制度に係る差異－245,703千

円）については、５年による按分額を

費用処理しております。 

 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

期から費用処理することとしておりま

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

 なお、これは商法第287条ノ２に規定

する引当金であります。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

 



表示方法の変更 

 
第63期 

（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

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

プについては、特例処理を採用してお

ります。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金 

  ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため有効性の判定を省略し

ております。 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）適格退職年金について 

 当社は、従業員退職金のうち、定年

退職者にかかる退職金の一部について

昭和42年10月より適格退職年金契約に

よっております。 

 なお、平成12年３月31日現在の年金

資産の合計額は753,030千円であり、過

去勤務費用の掛金期間は約12年３ヵ月

であります。 

────── 

 (2）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

 短期貸付金については、前期において流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当期において資

産総額の百分の一を超えることとなったため、区分掲記

することにいたしました。 

 なお、前期の短期貸付金は285,389千円であります。 

────── 



追加情報 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

（税効果会計の適用） 

 財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計

を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、

繰延税金資産（流動資産127,431千円）、繰延税金負債

（固定負債305,060千円）が計上され、当期純利益は

44,593千円少なく、当期未処分利益は265,489千円多く

計上されております。 

────── 

（自社利用のソフトウェア） 

 自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費

及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日

本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号 平成

11年３月31日）の経過措置の適用により、従来の会計

処理方法を継続適用しております。ただし、同報告に

より上記に係るソフトウェアの表示については、当期

より投資その他の資産の「長期前払費用」（当期778千

円）から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更して

おります。 

 なお、減価償却方法は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

────── 

────── 

（金融商品会計） 

 当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

 平成11年１月22日））を適用し、有価証券の評価方

法及びデリバティブの評価方法等について変更してお

ります。この結果、従来の方法によった場合と比較し

て、経常利益は60,157千円、税引前当期純利益は

29,782千円減少しております。 

 また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検

討し、その他有価証券のうち預金と同等の性格を有す

るものは流動資産の有価証券として、それら以外は投

資有価証券として表示しております。その結果、流動

資産の有価証券は75,823千円減少し、投資有価証券は

同額増加しております。 

 なお、前期において「支払利息及び割引料」に含め

て表示しておりました手形割引料は、当期より「手形

売却損」として表示する方法に変更しております。 

────── 

（退職給付会計） 

 当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成10年６月16日））を適用しております。この変更

による損益への影響はありません。 

 また、退職給与引当金は退職給付引当金に含めて表

示しております。 

────── 

（外貨建取引等会計基準） 

 当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外

貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企

業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しており

ます。この変更による損益への影響はありません。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第63期 
（平成12年３月31日現在） 

第64期 
（平成13年３月31日現在） 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

※１．(1）資産のうち次のとおり債務の担保に供してお

ります。 

建物 1,603,726千円

土地 4,192,831 

計 5,796,558千円

建物 1,560,241千円

土地 4,192,831 

計 5,753,073千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,750,000 

計 2,035,654千円

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,750,000 

計 2,035,654千円

(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。 

(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。 

土地 65,175千円

投資有価証券 350,427 

計 415,603千円

土地 65,175千円

投資有価証券 610,369 

計 675,545千円

※２．授権株式数 19,000,000株

発行済株式総数 5,865,855株

※２．授権株式数 19,000,000株

発行済株式総数 5,865,855株

※３．受取手形割引高 9,763,252千円 ※３．     ────── 

※４．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、更生債権その他これらに準ずる債権であり

ます。 

※４．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※５．その他の流動資産に含まれる自己株式は749千円で

あります。 

※５．その他の流動資産に含まれる自己株式は327千円で

あります。 

６．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金118,350千円につ

き、㈱住友銀行に債務保証を行っております。 

６．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金96,978千円につ

き、㈱住友銀行に債務保証を行っております。 

７．     ──────  ７．受取手形割引高 13,763,030千円

※８．     ────── ※８．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形……418,933千円 

支払手形……757,607千円 



（損益計算書関係） 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額17,924千円を売上原

価に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額5,927千円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２．     ────── 

建物 36,811千円

機械及び装置 757千円

器具備品 1,719千円

 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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掲記さ

れている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 

 

期末残高 

 左記の内現金

及び現金同等

物 

現金及び預金  2,618,948  2,618,948 

有価証券  298,987  212,430 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   2,831,379 

  

 

 

期末残高 

 左記の内現金

及び現金同等

物 

現金及び預金  5,188,327  5,188,327 

有価証券  202,470  202,470 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   5,390,798 

  



（リース取引関係） 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  構築物  器具備品  
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 3,948  617,478  76,458  697,885 

減価償却

累計額相

当額 

 1,880  434,661  62,640  499,182 

期末残高

相当額 
 2,068  182,817  13,817  198,703 

  構築物  器具備品  
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 10,284  399,733  75,765  485,782 

減価償却

累計額相

当額 

 2,972  180,537  19,938  203,447 

期末残高

相当額 
 7,312  219,196  55,826  282,334 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 89,452千円

１年超 109,250 

合計 198,703千円

１年以内 96,029千円

１年超 186,305 

合計 282,334千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左 

３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 124,202千円

減価償却費相当額 124,202千円

支払リース料 122,060千円

減価償却費相当額 122,060千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

第63期（平成12年３月31日現在） 

有価証券の時価等 

 （注）１．時価の算定方法 

第63期 

(1）上場有価証券 

主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

(2）店頭売買有価証券 

日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。 

(3）非上場の証券投資信託の受益証券 

基準価格によっております。 

２．株式には、自己株式を含めて表示しております。 

なお、（ ）内は、自己株式に係るもので内書きであります。 

３．開示対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額 

種類 

第63期（平成12年３月31日現在） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 評価損益（千円） 

流動資産に属するもの    

株式 3,025 9,901 
6,876 

(－18)

債券 － － － 

その他 73,547 67,770 －5,777 

小計 76,572 77,671 
1,098 

(－18)

固定資産に属するもの    

株式 678,798 1,087,593 408,794 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 678,798 1,087,593 408,794 

合計 755,371 1,165,265 
409,893 

(－18)

  第63期 

流動資産に属するもの ＭＭＦ 212,430千円 

 外貨ＭＭＦ 10,733千円 

固定資産に属するもの 非上場株式 74,712千円 

 （店頭売買株式を除く。） （うち関係会社株式

11,200千円）



第64期（平成13年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

３．時価のない主な有価証券の内容 

種類 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 623,945 1,026,851 402,905 

その他 900 1,054 154 

小計 624,845 1,027,905 403,059

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
   

株式 128,553 116,651 △11,901 

その他 176,160 122,407 △53,752 

小計 304,713 239,058 △65,654 

合計 929,559 1,266,964 337,404 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

12,071 1,188 － 

 貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 11,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 202,470 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 65,014 



（デリバティブ取引関係） 

第63期（自平成11年４月１日 至平成12年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注）  金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記載

しております。 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

第63期（平成12年３月31日現在） 

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 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 

  

5,750,000 

  

4,750,000 

  

－54,996 

  

－54,996 

金利キャップ取引 

買建 

（キャップ料） 

700,000 

  

(26,894) 

700,000 

  

(20,170) 

－ 

  

13,587 

－ 

  

－13,307 

合計 6,450,000 5,450,000 －41,409 －68,304 



第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

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は、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

第64期（平成13年３月31日現在） 

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 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 

  

5,750,000 

  

2,750,000 

  

△63,970 

  

△63,970 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894) 

700,000 

  

926 

  

△25,968 

  

合計 6,450,000 3,450,000 △63,044 △89,939 



（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、退職一時金制度については、昭和42年10月から適格退職年金制度への移行を段階的に行い、平成元年10

月までに85％移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （注） 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による定額法により、翌期か

ら費用処理することとしております。 

 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

 金額（千円） 

（１）退職給付債務 －1,150,851 

（２）年金資産 763,475 

（３）未積立退職給付債務（１）＋（２） －387,376 

（４）会計基準変更時差異の未処理額 －0 

（５）未認識数理計算上の差異 －28,529 

（６）未認識過去勤務債務（債務の減額） － 

（７）貸借対照表計上額純額（３）＋（４）＋（５）＋（６） －415,905 

（８）前払年金費用 47,779 

（９）退職給付引当金（７）－（８） －463,684 

 
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

 金額（千円） 

退職給付費用 106,991 

（１）勤務費用 86,675 

（２）利息費用 35,395 

（３）期待運用収益（減算） 15,079 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 － 

（５）過去勤務債務の費用処理額 － 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 － 

 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 

（１）割引率（％） 3.0 

（２）期待運用収益率（％） 2.0 

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（４）過去勤務債務の額の処理年数 ― 

（５）会計基準変更時差異の処理年数（年） ５ 

（６）数理計算上の差異の処理年数（年）（注） 10 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第63期（自平成11年４月１日 至平成12年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

 該当事項はありません。 

【関連当事者との取引】 

第63期（自平成11年４月１日 至平成12年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第63期 
（自 平成11年４月１日 
至 平成12年３月31日） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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 

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 47,857千円

賞与引当金限度超過額 32,585千円

前受収益否認 30,547千円

貸倒引当金限度超過額 560,352千円

退職給与引当金限度超過額 55,705千円

役員退職慰労引当金限度超過額 271,955千円

その他 24,738千円

繰延税金資産小計 1,023,742千円

評価性引当額 －17,598千円

繰延税金資産合計 1,006,144千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,183,773千円

有価証券評価差額 －千円

繰延税金負債合計 －1,183,773千円

繰延税金負債の純額 177,629千円

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 920千円

賞与引当金限度超過額 68,326千円

前受収益否認 －

貸倒引当金限度超過額 520,836千円

退職給付引当金限度超過額 60,834千円

役員退職慰労引当金限度超過額 278,978千円

その他 35,312千円

繰延税金資産小計 965,208千円

評価性引当額 －25,402千円

繰延税金資産合計 939,806千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,172,470千円

有価証券評価差額 －141,709千円

繰延税金負債合計 －1,314,180千円

繰延税金負債の純額 374,374千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
1.9％

留保金額に対する税額 3.6％

住民税均等割等 0.4％

会員権評価損 1.3％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
50.8％

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.1％

留保金額に対する税額 0.4％

住民税均等割等 1.2％

会員権評価損 1.1％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
51.4％



（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

第63期 第64期 

１株当たり純資産額 951円14銭

１株当たり当期純利益 114円71銭

１株当たり純資産額 1,016円37銭

１株当たり当期純利益 41円86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、新株引受権付社債及び転換社債の発行がな

いため記載しておりません。 

同左 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 （注） 株式会社住友銀行は、平成13年４月１日を合併期日として、株式会社さくら銀行と合併し、商号を株式会社三

井住友銀行に変更されております。 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

㈱荏原製作所 132,934 144,632 

㈱キッツ 284,425 48,636 

住友軽金属工業㈱ 68,891 5,855 

住友商事㈱ 195,076 154,305 

積水化学工業㈱ 284,613 101,322 

ダイダン㈱ 40,175 18,118 

㈱鶴見製作所 83,466 42,233 

東陶機器㈱ 388,066 314,721 

ダイキン工業㈱ 68,412 137,508 

㈱住友銀行 53,800 60,256 

住友金属工業㈱ 135,000 9,585 

㈱みずほホールディングス 10 7,050 

㈱東京三菱銀行 10,000 11,220 

ナイス㈱ 60,000 14,760 

㈱アベルコ 40,000 12,800 

住商メタレックス㈱ 20,000 14,200 

日本ベニア㈱ 50,000 25,050 

㈱ハーフセンチュリーモア 600 30,000 

㈱ベン 30,000 22,800 

その他21銘柄 65,581 33,461 

計 2,011,049 1,208,517 



【その他】 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

有価証券 
その他有

価証券 

大和證券  ダイワＭＭＦ 101,277,362 101,277 

つばさ証券 ダイワＭＭＦ 101,193,636 101,193 

小計 202,470,998 202,470 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 8,665,671 10,736 

新世紀ファンド 90 1,054 

バラエティ・オープン 11,060,618 9,529 

インカムストラテージー 7,700 7,245 

アクティブ・ニッポン 44,275,770 30,452 

Ｊ・エクィティ 50,000,000 34,580 

日本株スタイル 30,000,000 23,292 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 6,570 

小計 156,659,849 123,461 

計 156,862,319 325,932 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） １．有形固定資産の当期における増加額及び減少額がいずれも当期末における有形固定資産の総額の５％以下

であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略しております。 

２．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の欄の記載を省略しております。 

３．有形固定資産に係る当期の減価償却費は、販売費及び一般管理費に58,957千円計上しており、残額36,061

千円は営業外費用の「賃貸費用」に計上しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 － － － 3,078,731 1,010,073 70,692 2,068,657 

構築物 － － － 124,704 94,130 5,689 30,573 

機械及び装置 － － － 94,282 65,311 6,657 28,971 

車両運搬具 － － － 8,830 4,095 2,217 4,734 

器具備品 － － － 138,012 78,516 9,760 59,495 

土地 － － － 5,072,087 － － 5,072,087 

有形固定資産計 － － － 8,516,648 1,252,128 95,018 7,264,520 

無形固定資産 － － －     

借地権 － － － 4,487 － － 4,487 

ソフトウェア － － － 2,150 1,801 430 348 

電話加入権 － － － 16,914 － － 16,914 

無形固定資産計 － － － 23,551 1,801 430 21,749 

長期前払費用 13,684 3,962 1,834 15,812 3,544 646 12,268 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率は、期中平均の利率及び借入残高を使って算定した加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおり

であります。 

【資本金等明細表】 

 （注） １．利益準備金及び固定資産圧縮積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

２．固定資産圧縮積立金及び別途積立金の当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 15,000,000 14,425,000 0.927 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,131,000 3,046,000 1,727 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く。） 
3,397,000 1,412,000 1.649 平成14年～16年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 19,528,000 18,883,000 － － 

 
１年超 
  ２年以内(千円) 

２年超 
  ３年以内(千円) 

３年超 
  ４年以内(千円) 

４年超 
  ５年以内(千円)

長期借入金 1,274,000 138,000 － － 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 542,528 － － 542,528 

資本金のうち

既発行株式 

額面普通株式 （株） 5,865,855 － － 5,865,855 

額面普通株式 （千円） 542,528 － － 542,528 

計 （株） 5,865,855 － － 5,865,855 

計 （千円） 542,528 － － 542,528 

資本準備金及

びその他の資

本剰余金 

（資本準備金） 

株式払込剰余金 （千円） 
434,439 － － 434,439 

      

計 （千円） 434,439 － － 434,439 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） 

（注）１ 
（千円） 63,382 6,000 － 69,382 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）１，２ 
（千円） 611,925 1,039,196 16,388 1,634,734 

別途積立金（注）２ （千円） 2,600,000 － 100,000 2,500,000 

計 （千円） 3,275,308 1,045,196 116,388 4,204,116 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注） 1,712,813 648,230 159,863 533,739 1,667,440 

賞与引当金 240,000 290,000 240,000 － 290,000 

役員退職慰労引当金 647,512 34,561 17,838 － 664,235 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

ロ 受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 475,613 

預金の種類  

当座預金 2,463,748 

普通預金 548,924 

納税準備預金 39 

自由金利型定期預金 1,700,000 

計 4,712,713 

合計 5,188,327 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 681,613 

サークル機材㈱ 436,567 

㈱福知商会 397,836 

沼津管材㈱ 356,849 

㈱フジ 319,861 

その他 8,935,701 

合計 11,128,429 

期日 金額（千円） 

平成13年４月満期 1,669,770 

平成13年５月満期 955,433 

平成13年６月満期 2,165,128 

平成13年７月満期 4,253,340 

平成13年８月満期 2,084,755 

平成13年９月以降満期 － 

合計 11,128,429 



ハ 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 323,522 

㈱三晃空調 178,768 

シオヤ産業㈱ 176,099 

㈱アクアセキグチ 144,176 

㈱トシマ 134,701 

その他 10,750,404 

合計 11,707,671 

前期末残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

11,476,240 80,810,979 80,579,548 11,707,671 87.3 52.4 

品目 金額（千円） 

管材  

管類 370,796 

継手類 438,405 

バルブ類 523,100 

化成品類 578,014 

工具関連機材 76,520 

小計 1,986,837 

衛生陶器・金具類 1,544,667 

住設機器・空調・その他 98,673 

給湯・厨房関連、空調関連 127,691 

ポンプ類 11,104 

小計 237,468 

合計 3,768,974 



② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

ロ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

住友商事㈱ 1,426,587 

㈱ノーリツ 893,854 

東陶機器㈱ 595,278 

㈱三菱電機ライフファシリティーズ東京 570,267 

荏原テクノサーブ㈱ 457,464 

その他 3,998,467 

合計 7,941,919 

期日 金額（千円） 

平成13年４月満期 2,658,672 

平成13年５月満期 1,813,939 

平成13年６月満期 1,647,998 

平成13年７月満期 1,366,277 

平成13年８月満期 455,032 

平成13年９月以降満期 － 

合計 7,941,919 

相手先 金額（千円） 

東陶機器㈱ 2,509,213 

積水化学工業 472,578 

住友商事㈱ 261,783 

㈱キッツ 182,813 

㈱ノーリツ 176,071 

その他 3,200,052 

合計 6,802,512 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 平成13年６月28日開催の第64回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、１単位の株式数を1,000株

から100株に変更しております。 

 なお、実施日は平成13年８月１日であります。 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

株主名簿閉鎖の期間 ────── 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単位の株式数（注） １，０００株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単位未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第63期）（自 平成11年４月１日 至 平成12年３月31日）平成12年６月30日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 

 （第64期中）（自 平成12年４月１日 至 平成12年９月30日）平成12年12月21日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



監査報告書 

  平成１２年６月２９日

橋本総業株式会社    

 代表取締役社長  橋本 政昭 殿  

 朝日監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実

施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、か

つ、下記事項を除き前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）の定めるところに準拠しているものと認

められた。 

記 

 重要な会計方針４．(3）に記載のとおり、退職給与引当金の計上基準について、退職金規程に基づく自己都合による期

末要支給額の４０％相当額を計上する方法から退職以後の支給見込額に基づく現価による額から適格退職年金制度に係る

年金資産残高の公正な評価額を控除した額相当を計上する方法に変更した。この変更は、従来の計上方法に比べ、退職金

費用のより合理的な期間配分を行うことができるとともに、近年、退職年金資産の運用環境が悪化したことにより、退職

年金給付に必要な資産の積立不足が生じ、将来の年金給付コストの増加をもたらす恐れが出てきたため、退職年金給付の

負担の適正化と財務内容の健全性を図るために行われたものであり、正当な理由に基づく変更と認められた。この変更に

より、当期末の退職給与引当金繰入額は従来と同一の基準によった場合に比べ、70,432千円増加し、同額を特別損失とし

て処理している。この結果、税引前当期純利益は70,432千円減少している。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が橋本総業株式会社の平成１２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 （注） 会社は、当事業年度より重要な会計方針又は追加情報の注記に記載のとおり、研究開発費等に係る会計基準及

び税効果会計に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成してい

る。 

以 上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 代表取締役社長  橋本 政昭 殿  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの第６４期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実

施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、か

つ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が橋本総業株式会社の平成１３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処分利益

がそれぞれ5,080千円減少している。また、損益計算書については売上高が4,839千円減少したこと等により、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ5,080千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 （注）会社は、当事業年度より追加情報の注記に記載のとおり、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及

び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成して

いる。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 
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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第65期中（平成14年３月期）」において、中間財務諸表の売上高が2,939千円、経常利

益が3,085千円及び税引前中間（当期）純利益3,085千円過少に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき「平成13年12月20日」に提出しました半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の中間財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報告書を添付し

ております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては、記載しておりません。 

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

自平成11年 
４月１日 
至平成11年 
９月30日 

自平成12年 
４月１日 
至平成12年 
９月30日 

自平成13年 
４月１日 
至平成13年 
９月30日 

自平成11年 
４月１日 
至平成12年 
３月31日 

自平成12年 
４月１日 
至平成13年 
３月31日 

売上高（千円） 33,516,459 36,502,937 37,092,055 71,870,978 76,962,837 

経常利益（千円） 84,273 183,214 244,772 305,774 609,405 

中間（当期）純利益

（千円） 
790,518 81,502 93,903 672,802 245,572 

持分法を適用した場合

の投資利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数(株) 5,865,855 5,865,855 8,798,782 5,865,855 5,865,855 

純資産額（千円） 5,696,984 5,897,206 5,912,608 5,579,267 5,961,885 

総資産額（千円） 39,323,146 42,965,396 40,055,042 42,196,964 42,659,216 

１株当たり純資産額 － 1,005円34銭 671円98銭 951円14銭 1,016円37銭 

１株当たり中間（当

期）純利益 
－ 13円90銭 10円67銭 114円71銭 41円86銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

（円） 

－ － － － － 

１株当たり中間（年

間）配当額（円） 
－ － － 10 10 

自己資本比率（％） 14.5 13.7 14.8 13.2 14.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

－ －1,329,318 1,547,004 －2,656,072 2,370,312 

投資活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

－ －70,148 －116,207 －1,463,834 892,412 

財務活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

－ 1,129,693 －1,041,389 2,908,624 －703,306 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高

（千円） 

－ 2,561,605 5,780,205 2,831,379 5,390,798 

従業員数（人） 519 506 527 498 501 



２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないた

め、記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４．平成13年５月18日付をもって株式１株を1.5株に分割しております。なお、第65期中の１株当たり中間純利

益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

５．従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を表示しております。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成13年９月30日現在

従業員数（人） 527 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当上期におけるわが国経済は、ＩＴバブル崩壊に伴う生産減退や厳しい雇用・所得環境下での個人消費低迷等の

影響を受け、景気減速の色を強めてまいりました。また、米国で発生した同時多発テロの影響も加わり、今後とも

不安定な状況が続くと思われます。 

 一方、当社の関連する建築業界にあっては、民間住宅投資が低水準の住宅ローン金利による下支えはあるものの

前年比5％の減少、民間非住宅投資が景気の減速の影響から同8％の減少、政府建設投資にあっては地方単独事業の

減少から同7％の減少が予想され、平成13年度上期の名目建設投資全体で同7％の減少が予想されます。但し、リフ

ォームのマーケットは7兆円ほどあり、今後伸びると考えております。 

 このような状況下、当社は営業収益力、財務体質の強化に向けて、経営基本方針のもと、 

 等に取り組んで参りました。 

 また商社としての５つの機能を強化すべく、 

 等に取り組んで参りました。 

 その結果、厳しい環境下ではありましたが、売上高は37,092百万円（前年同期比1.6％増）を確保することがで

きました。一方、利益面においても収益力向上の諸対策により、経常利益は244百万円（前年同期比33.6％増）と

なり、増収増益を達成しました。 

 また、特別損失には投資有価証券評価損64百万円、会員権評価損21百万円を計上しました。 

 その結果、中間純利益は93百万円（前年同期比15.2％増）となりました。 

 部門別売上状況は以下のとおりです。 

①管材類 

 部材供給の即納要求に対応するための商材拡大や、市場動向を踏まえての住宅配管の加工、部材のパッキング、

個別配送等の新しいしくみに取り組んで参りましたが、全体として設備投資や新築住宅着工の冷え込み、供給過剰

による価格の低下等から、売上高は12,958百万円（前年同期比4.8％減）となりました。 

②衛生陶器・金具類 

 主力仕入先の東陶機器㈱と東陶ＨＡＴ会を通じてショールーム商談会を開催し、また東雲配送センターに施工研

修の場（テクノプラザ）を設置して販売店や工事店のキーマンの研修を定期的に実施した結果、売上高は13,937百

万円（前年同期比3.7％増）となりました。 

③住設機器類 

 空調機につきましては猛暑の追い風と主力メーカーとの取組強化策等により販売地域が拡大でき、また他の住設

機器類につきましても４月より阪和工材住設営業所の商権を継承したこと等により、売上高は10,195百万円（前年

同期比7.9％増）を達成しました。 

① 予算の100％達成 （全員が予算を持ち、達成する） 

② 営業力の強化 （受注先行型営業への転換） 

③ 取引先ＣＳ度の向上 （地域№１のサービスレベルの実現） 

④ 取引先サポート能力（ＲＳ）の向上 （ソリューションカンパニーへ） 

⑤ 新規分野増分の追求 （増分10％の追求） 

⑥ 効率化の追求 （生産性10％の向上） 

⑦ 社内体制の充実 （財務指標の改善、プロの会社に） 

① 商材（トータルサプライ） 現場に必要なものを何でも供給する機能 

② 物流（ジャスト・イン） 必要なときに、必要なものを、必要なところにお届けする機能 

③ 情報（ワン・トゥ・ワン） 必要とする情報をひとりひとりにお届けする機能 

④ 支援（ソリューション） 取引先のニーズに対して問題解決していく機能 

⑤ 開拓（チャレンジ） 新規分野の開発 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ389百万円増加

し、当中間会計期間末には5,780百万円となりました。 

 当中間会計期間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1,547百万円（前年同期は1,329百万円の使用）となりました。これは主に手形

割引高の増加及び新たに始めた受取手形のファクタリングによる売上債権（受取手形）の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） 

 投資活動の結果、使用した資金は116百万円（前年同期も70百万円の使用）となりました。これは主に特定得意

先に対する短期の貸付けの増加と仕入先の持株会における投資有価証券の定期的な取得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1,041百万円（前年同期は1,129百万円の獲得）となりました。これは主に長短

借入金の返済によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当中間会計期間の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門別 
当中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、 

化成品類、工具関連機材） 

11,773,493 95.1 

衛生陶器・金具類（千円） 12,944,846 108.6 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、 

ポンプ類、その他） 

9,417,664 107.6 

合計（千円） 34,136,004 103.3 

部門別 
当中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、 

化成品類、工具関連機材） 

12,958,685 95.2 

衛生陶器・金具類（千円） 13,937,979 103.7 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、 

ポンプ類、その他） 

10,195,391 107.9 

合計（千円） 37,092,055 101.6 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。 

 また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 発行済株式は、全て議決権を有しております。 

(2)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 平成13年５月18日付の発行済株式総数の増加は、株式１株を1.5株に分割したことによるものであります。 

(3)【大株主の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株） 
(平成13年９月30日現在) 

提出日現在発行数（株） 
(平成13年12月20日現在) 

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 

計 8,798,782 8,798,782 － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年 

５月18日 
2,932,927 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成13年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,881 21.38 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 645 7.34 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

鈴木 直美 東京都港区元麻布1-3-37-406 132 1.50 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 112 1.28 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 93 1.06 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

計  5,759 65.46 



(4）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「単位未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式10株が含まれております。 

なお、開示府令の改正に伴い、様式が改正されておりますが、中間会計期間末日が商法等改正法の施行日前で

あるため、「単元未満株式数」を「単位未満株式数」に読み替えて記載しております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成13年９月30日現在

議決権のない株式数（株） 
議決権のある株式数
（自己株式等）（株） 

議決権のある株式数 
（その他）（株） 

単位未満株式数（株） 

－ － 8,797,200 1,582 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成13年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 580 599 580 580 657 635 

最低（円） 530 540 535 550 530 515 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第64期中間会計期間（平成12年４月１日から平成12年９月30日

まで）及び第65期中間会計期間（平成13年４月１日から平成13年９月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監

査法人による中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準     0.11％ 

売上高基準     －％ 

利益基準    △0.12％ 

剰余金基準    0.70％ 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成12年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成13年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成13年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,358,936   5,577,583   5,188,327   

２．受取手形 ※６ 13,501,366   8,982,944   11,128,429   

３．売掛金  11,231,298   10,596,293   11,707,671   

４．たな卸資産  3,736,798   4,071,067   3,768,974   

５．その他  2,200,960   1,316,107   1,146,179   

貸倒引当金  －83,920   －76,625   －74,668   

流動資産合計   32,945,439 76.7  30,467,371 76.1  32,864,913 77.0 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 2,111,584   2,032,648   2,068,657   

２．土地 ※２ 5,072,087   5,072,087   5,072,087   

３．その他  135,317   119,889   123,775   

有形固定資産合
計  7,318,989   7,224,625   7,264,520   

(2）無形固定資産  21,964   25,134   21,749   

(3）投資その他の資
産           

１．投資有価証券 ※２ 1,462,630   1,161,830   1,343,178   

２．敷金及び保証
金  525,966   432,429   422,078   

３．その他  2,102,066   2,186,921   2,335,548   

貸倒引当金  －1,411,661   －1,443,269   －1,592,772   

投資その他の資
産合計  2,679,002   2,337,911   2,508,033   

固定資産合計   10,019,957 23.3  9,587,671 23.9  9,794,303 23.0 

資産合計   42,965,396 100.0  40,055,042 100.0  42,659,216 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成12年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成13年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成13年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※６ 6,926,382   7,055,506   7,941,919   

２．買掛金  6,275,488   6,075,900   6,802,512   

３．短期借入金 ※２ 17,915,000   16,566,000   17,471,000   

４．未払法人税等  100,649   192,379   10,953   

５．賞与引当金  290,000   290,000   290,000   

６．その他 ※５ 438,246   411,796   437,327   

流動負債合計   31,945,767 74.4  30,591,582 76.4  32,953,713 77.2 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 2,801,000   1,334,000   1,412,000   

２．退職給付引当金  404,164   487,733   463,684   

３．役員退職慰労引
当金  647,257   634,179   664,235   

４．預り保証金 ※２ 674,617   715,011   687,683   

５．その他  595,383   379,926   516,013   

固定負債合計   5,122,422 11.9  3,550,851 8.8  3,743,617 8.8 

負債合計   37,068,190 86.3  34,142,433 85.2  36,697,330 86.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.3  542,528 1.3  542,528 1.3 

Ⅱ 資本準備金   434,439 1.0  434,439 1.1  434,439 1.0 

Ⅲ 利益準備金   69,382 0.1  75,482 0.2  69,382 0.2 

Ⅳ その他の剰余金           

１．任意積立金  4,134,734   4,319,125   4,134,734   

２．中間(当期)未処
分利益  421,036   428,264   585,106   

その他の剰余金合
計   4,555,770 10.6  4,747,390 11.9  4,719,840 11.1 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   295,085 0.7  112,768 0.3  195,694 0.4 

資本合計   5,897,206 13.7  5,912,608 14.8  5,961,885 14.0 

負債資本合計   42,965,396 100.0  40,055,042 100.0  42,659,216 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   36,502,937 100.0  37,092,055 100.0  76,962,837 100.0 

Ⅱ 売上原価   33,408,861 91.5  33,833,910 91.2  70,429,906 91.5 

売上総利益   3,094,075 8.5  3,258,144 8.8  6,532,930 8.5 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費   3,009,129 8.3  3,145,863 8.5  6,163,639 8.0 

営業利益   84,945 0.2  112,281 0.3  369,290 0.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  364,194 1.0  371,990 1.0  828,440 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  265,925 0.7  239,498 0.6  588,326 0.8 

経常利益   183,214 0.5  244,772 0.7  609,405 0.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  27,696 0.1  － －  － － 

Ⅶ 特別損失 ※４  61,692 0.2  93,364 0.3  103,703 0.1 

税引前中間(当
期)純利益   149,218 0.4  151,408 0.4  505,701 0.7 

法人税、住民
税及び事業税 

※５ 53,000   162,000   246,200   

法人税等調整
額 

※５ 14,716 67,716 0.2 －104,495 57,504 0.2 13,929 260,129 0.4 

中間（当期）
純利益   81,502 0.2  93,903 0.2  245,572 0.3 

前期繰越利益   339,533   334,361   339,533  

中間(当期)未
処分利益   421,036   428,264   585,106  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

税引前中間(当期）純利益  149,218 151,408 505,701 

減価償却費  47,648 44,427 95,018 

貸倒引当金の増加額（減
少額） 

 －188,230 86,964 －53,472 

退職給与引当金の増加額
（減少額） 

 －425,856 － －425,856 

退職給付引当金の増加額  404,164 24,048 463,684 

役員退職慰労引当金の増
加額（減少額） 

 －254 －30,055 16,723 

受取利息及び受取配当金  －38,448 －43,342 －78,815 

仕入割引  －189,370 －200,220 －470,166 

支払利息  127,000 121,163 283,845 

手形売却損  63,955 40,685 149,303 

投資有価証券評価損  － 64,486 － 

有形固定資産除却損  － 5,458 － 

会員権評価損  8,944 21,381 13,764 

デリバティブ評価損  61,692 － 89,939 

売上債権の減少額（増加
額） 

 －648,643 3,166,889 1,153,038 

たな卸資産の減少額（増
加額） 

 357,915 －302,093 325,740 

仕入債務の増加額（減少
額） 

 －668,373 －1,612,948 874,187 

その他  27,321 －99,563 116,351 

役員賞与の支払額  － －1,600 － 

小計  －911,317 1,437,088 3,058,988 

利息及び配当金の受取額  229,143 241,208 477,218 

利息の支払額  －172,877 －150,718 －408,730 

法人税等の支払額  －474,267 －5,342 －757,162 

法人税等の還付額  － 24,767 － 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －1,329,318 1,547,004 2,370,312 

 



  
前中間会計期間 

(自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

有価証券の取得による支
出 

 －207 － －427 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 －24,118 －9,991 －17,425 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 －122,804 －27,236 －177,159 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 269 － 12,071 

貸付けによる支出  －2,866,748 －2,616,815 －2,866,748 

貸付金の回収による収入  2,888,571 2,543,023 3,783,325 

営業権の取得による支出  － －4,000 － 

その他  54,888 －1,187 158,776 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －70,148 －116,207 892,412 

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） 

 1,200,000 －700,000 －575,000 

長期借入れによる収入  400,000 724,000 1,400,315 

長期借入金の返済による
支出 

 －412,000 －1,007,000 －1,470,315 

自己株式の売却による収
入 

 689 2,778 689 

自己株式の取得による支
出 

 －346 －2,514 －346 

配当金の支払額  －58,649 －58,654 －58,649 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,129,693 －1,041,389 －703,306 

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加
額又は減少額 

 －269,774 389,407 2,559,418 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,831,379 5,390,798 2,831,379 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

 2,561,605 5,780,205 5,390,798 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間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） 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

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） 

 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 

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 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品……総平均法に基づく低価

法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

その他 

……定率法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

その他 

……定率法 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 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 

(2）無形固定資産 

 営業権については、取得後５

年間の均等償却 

 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 

(2）無形固定資産 

 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 

 (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

定額法 

 なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、５年による按分額

を費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、５年による按分額

を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制度

に係る差異－245,703千円）につ

いては、５年による按分額を費

用処理しております。 

 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期から費用

処理することとしております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

４．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 同左 

５．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は、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 

・ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

・ヘッジ対象…借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため有効

性の判定を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 中間キャッシュ・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

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左  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、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

っております。 

７．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

（金融商品会計） 

 当中間会計期間から金融商品に係

る会計基準（「金融商品に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成11年1月22日））を

適用し、有価証券の評価方法、デリ

バティブの評価方法について変更し

ております。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、経常利益

は4,702千円、税引前中間純利益は

66,395千円減少しております。 

 また、期首時点で保有する有価証

券の保有目的を検討し、その他有価

証券のうち預金と同等の性格を有す

るものは流動資産の「その他」（有

価証券）として、それら以外は投資

有価証券として表示しております。

その結果、流動資産の「その他」

（有価証券）は75,823千円減少し、

投資有価証券は同額増加しておりま

す。 

────── （金融商品会計） 

 当期から金融商品に係る会計基準

（「金融商品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11年１月22日））を適用し、有

価証券の評価方法及びデリバティブ

の評価方法等について変更しており

ます。この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、経常利益は

60,157千円、税引前当期純利益は

29,782千円減少しております。 

 また、期首時点で保有する有価証

券の保有目的を検討し、その他有価

証券のうち預金と同等の性格を有す

るものは流動資産の有価証券とし

て、それら以外は投資有価証券とし

て表示しております。その結果、流

動資産の有価証券は75,823千円減少

し、投資有価証券は同額増加してお

ります。 

 なお、前期において「支払利息及

び割引料」に含めて表示しておりま

した手形割引料は、当期より「手形

売却損」として表示する方法に変更

しております。 

（退職給付会計） 

 当中間会計期間から退職給付に係

る会計基準（「退職給付に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成10年6月16日））を

適用しております。この変更による

損益への影響はありません。 

 また、退職給与引当金は退職給付

引当金に含めて表示しております。 

────── （退職給付会計） 

 当期から退職給付に係る会計基準

（「退職給付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10年６月16日））を適用してお

ります。この変更による損益への影

響はありません。 

 また、退職給与引当金は退職給付

引当金に含めて表示しております。 

（外貨建取引等会計基準） 

 当中間会計期間から改訂後の外貨

建取引等会計処理基準（「外貨建取

引等会計処理基準の改訂に関する意

見書」（企業会計審議会 平成11年

10月22日））を適用しております。

この変更による損益への影響はあり

ません。 

────── （外貨建取引等会計基準） 

 当期から改訂後の外貨建取引等会

計処理基準（「外貨建取引等会計処

理基準の改訂に関する意見書」（企

業会計審議会 平成11年10月22

日））を適用しております。この変

更による損益への影響はありませ

ん。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成12年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成13年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成13年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,204,492千円 1,290,623千円 1,252,128千円 

※２．担保提供資産 (1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物 1,581,983千円

土地 4,192,831 

計 5,774,815千円

上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,750,000 

  
計 2,035,654千円

建物 1,538,989千円

土地 4,192,831 

計 5,731,820千円

上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

短期借入金 1,041,000 

長期借入金 709,000 

計 2,035,654千円

建物 1,560,241千円

土地 4,192,831 

計 5,753,073千円

上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,750,000 

  
計 2,035,654千円

 (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。 

(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。 

(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。 

 土地 65,175千円

投資有価証券 641,355 

計 706,530千円

土地 65,175千円

投資有価証券 512,778 

計 577,954千円

土地 65,175千円

投資有価証券 610,369 

計 675,545千円

 ３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金

102,700千円につき、㈱住友銀行に

債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

90,574千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

96,978千円につき、㈱住友銀行に

債務保証を行っております。 

 ４．受取手形割引高 9,016,891千円 13,656,627千円 13,763,030千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 

※６．中間期末日（期末日）

満期手形の会計処理 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が、中間期末

残高に含まれております。 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が、中間期末

残高に含まれております。 

 期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理しております。 

 なお、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の期末

日満期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

 受取手形 447,487千円

支払手形 574,789千円

割引手形 964,419千円

受取手形 449,671千円

支払手形 619,625千円

割引手形 1,017,430千円

受取手形 418,933千円

支払手形 757,607千円

割引手形 1,131,045千円



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

※１．営業外収益の主

要項目 

受取利息 30,301千円

仕入割引 189,370千円

賃貸収入 92,304千円

受取利息 33,670千円

仕入割引 200,220千円

賃貸収入 92,184千円

受取利息 63,840千円

仕入割引 470,166千円

賃貸収入 188,292千円

※２．営業外費用の主

要項目 

支払利息 127,000千円

手形売却損 63,955千円

売上割引 33,942千円

賃貸費用 27,341千円

支払利息 121,163千円

手形売却損 40,685千円

売上割引 37,144千円

賃貸費用 26,129千円

支払利息 283,845千円

手形売却損 149,303千円

売上割引 70,105千円

賃貸費用 54,824千円

※３．特別利益の主要

項目 

貸倒引当金戻

入額 
27,696千円 ────── ────── 

※４．特別損失の主要

項目 

デリバティブ

評価損 
61,692千円

投資有価証券

評価損 
64,486千円

会員権評価損 21,381千円

デリバティブ

評価損 
89,939千円

※５．租税特別措置法

上の諸準備金の

取り扱い 

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当事業年度において予

定している利益処分による

圧縮積立金の積立て及び取

崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算

しております。 

同左 ────── 

 ６．減価償却実施額    

有形固定資産 47,248千円 44,427千円 95,018千円 

無形固定資産 215千円 615千円 430千円 

前中間会計期間 
（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

  （単位：千円）

 

中間期末

残高 

 左記の内

現金及び

現金同等

物 

現金及び預金 2,358,936 2,358,936

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

211,817

 

202,668

現金及び現金

同等物の中間

期末残高 

 

 

2,561,605

  （単位：千円）

 

中間期末

残高 

 左記の内

現金及び

現金同等

物 

現金及び預金 5,577,583 5,577,583

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

202,622

 

202,622

現金及び現金

同等物の中間

期末残高 

 

 

5,780,205

  （単位：千円）

 

期末残高 

 左記の内

現金及び

現金同等

物 

現金及び預金 5,188,327 5,188,327

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

202,470

 

202,470

現金及び現金

同等物の期末

残高 

 

 

5,390,798



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産 

(千円) 

 
合計 

(千円)

取得価

額相当

額 

503,031 92,799 595,830

減価償

却累計

額相当

額 

259,237 38,448 297,686

中間期

末残高

相当額

243,793 54,350 298,144

 

有形固

定資産

その他 

(千円)

 

無形固

定資産

(千円)

 
合計 

(千円)

取得価

額相当

額 

418,530 87,699 506,229

減価償

却累計

額相当

額 

182,251 31,412 213,664

中間期

末残高

相当額

236,279 56,286 292,565

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産

(千円)

 
合計 

(千円)

取得価

額相当

額 

410,017 75,765 485,782

減価償

却累計

額相当

額 

183,509 19,938 203,447

期末残

高相当

額 

226,508 55,826 282,334

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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 

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 101,260千円

１年超 196,883 

合計 298,144千円

１年以内 105,953千円

１年超 186,612 

合計 292,565千円

１年以内 96,029千円

１年超 186,305 

合計 282,334千円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 63,986千円

減価償却費相

当額 
63,986千円

支払リース料 53,547千円

減価償却費相

当額 
53,547千円

支払リース料 122,060千円

減価償却費相

当額 
122,060千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間会計期間）（平成12年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

（当中間会計期間）（平成13年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間会計期間において、減損処理（61,376千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記

載しております。 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 711,590 1,249,167 537,576 

(2）その他 165,767 138,751 －27,016 

合計 877,358 1,387,918 510,559 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 211,817 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 63,512 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 779,202 994,058 214,855 

(2）その他 103,784 84,172 －19,611 

合計 882,986 1,078,231 195,244 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 213,116 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 61,905 



（前事業年度）（平成13年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

（前中間会計期間）（平成12年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 752,498 1,143,502 391,003 

(2）その他 177,060 123,461 －53,598 

合計 929,559 1,266,964 337,404 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 202,470 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 65,014 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 6,750,000 －42,730 －42,730 

 キャップ取引    

 買建 700,000 7,932 －18,961 

  (26,894)   

合計 7,450,000 －34,798 －61,692 



（当中間会計期間）（平成13年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（前事業年度）（平成13年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 3,750,000 －48,606 －48,606 

 キャップ取引    

 買建 700,000 246 －679 

  (926)   

合計 4,450,000 －48,359 －49,285 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 5,750,000 －63,970 －63,970 

 キャップ取引    

 買建 700,000 926 －25,968 

  (26,894)   

合計 6,450,000 －63,044 －89,939 



（１株当たり情報） 

 （注） 当中間会計期間の１株当たり中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,005円34銭

１株当たり中間純利益 13円90銭

１株当たり純資産額 671円98銭

１株当たり中間純利益 10円67銭

１株当たり純資産額 1,016円37銭

１株当たり当期純利益 41円86銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、新

株引受権付社債及び転換社債の発

行がないため記載しておりませ

ん。 

同左  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、新

株引受権付社債及び転換社債の発

行がないため記載しておりませ

ん。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第64期）（自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日）平成13年６月29日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成12年12月19日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 朝 日 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

橋本総業株式会社の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（平成１２年

４月１日から平成１２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が橋本総業株式会社の平成１２年９月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成１２年４月１日から平成１２年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 （注）会社は、当中間会計期間より中間財務諸表作成の基本となる重要な事項及び追加情報の注記に記載のとおり、退

職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなる

ため、これらの会計基準により中間財務諸表を作成している。 

以  上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

橋本総業株式会社の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（平成１３年

４月１日から平成１３年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が橋本総業株式会社の平成１３年９月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ1,995千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が2,939千円増加したこと等に

より、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ3,085千円増加している。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



【表紙】 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【事業年度】 第65期（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第65期事業年度（平成14年３月期）」において、財務諸表の売上高が4,839千円、経常

利益が5,080千円及び税引前当期純利益が5,080千円過少に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成14年６月28日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報告書を添付してお

ります。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

第５ 経理の状況 

１ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

売上高（千円） 73,421,423 70,714,743 71,870,978 76,962,837 77,336,246 

経常利益（千円） 49,970 268,128 305,774 609,405 523,544 

当期純利益（千円） 115,891 87,063 672,802 245,572 253,687 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 

(発行済株式総数)（株） 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(5,865,855) 

542,528 

(8,798,782) 

純資産額（千円） 5,069,753 5,098,159 5,579,267 5,961,885 6,396,882 

総資産額（千円） 40,589,512 38,324,784 42,196,964 42,659,216 37,721,460 

１株当たり純資産額 

（円 銭） 
864 28 869 12 951 14 1,016 37 727 02 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

10 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

10 

(－) 

１株当たり当期純利益 

（円 銭） 
21 80 14 84 114 71 41 86 28 83 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 12.5 13.3 13.2 14.0 17.0 

自己資本利益率（％） 2.5 1.7 12.6 4.1 4.0 

株価収益率（倍） 68.8 53.9 6.9 14.1 18.7 

配当性向（％） 50.6 67.4 8.7 23.9 34.7 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － －2,656,072 2,370,312 3,386,154 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － －1,463,834 892,412 156,766 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 2,908,624 －703,306 －5,182,639 

 



 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については、記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないため、記載

しておりません。 

４．平成９年７月29日付をもって、500円額面株式１株を50円額面株式15株に分割しております。 

なお、第61期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

５．第61期の１株当たり配当額10円には、株式公開記念配当２円50銭が含まれております。 

６．事業税（第62期37,824千円）は、従来「販売費及び一般管理費」に含めておりましたが、財務諸表等規則の

改正に伴い、第62期から「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

７．従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を記載しております。 

８．第65期は、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

なお、第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

また、第65期より自己株式を資本に対する控除項目としており、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益（全額）の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ 4,042,662 2,831,379 5,390,798 3,751,079 

従業員数（人） 556 503 498 501 511 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管財、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和52年９月 八王子市元横山町に西関東支店を開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設、これに伴い西関東支店を発展的に解消。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 

平成13年６月 関西支店の事務所を大阪市西区に、また同支店の配送センターを大阪市大正区に移転。 



３【事業の内容】 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）に従事しております。 

 部門ごとの主要商品及び売上構成比率を示すと、次のとおりであります。 

部門 主要商品 
売上構成比率（％） 

平成13年３月期 平成14年３月期 

管材 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

37.0 35.2 

継手類 
鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継

手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チ

ャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節弁等 

化成品類 

塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン

管、塩ビ管用各種継手類、カラーパイプ、Ｆ

ＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 

便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサー

システム、バス、洗面化粧台、水栓類、シャ

ワー金具類等 

37.0 37.5 

住宅機器・空

調・その他 

給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

26.0 27.3 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 
汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ

等 

その他 
汎用コンピュータシステム、オフコン、パソ

コン、携帯電話、ファクシミリ等 

合計  100.0 100.0 



 当社は、特需部門とルート部門の２つの販売経路をもち、その売上構成比率は次のとおりであります。 

 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

４【関係会社の状況】 

その他の関係会社 

 （注） 当社との間に、継続的で緊密な事業上の関係はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 当社の従業員数は、次のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む従業員数であります。 

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

品目 販売経路 
売上構成比率（％） 

平成13年３月期 平成14年３月期 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

特需部門    9.7 

ルート部門  90.3 

特需部門   7.9 

ルート部門 92.1 

合計 100.0 100.0 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の被所有割
合（％） 

関係内容 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区 100 損害保険代理業 21.4 役員の兼任３名 

  平成14年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

511 32.9 9.1 4,792 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期のわが国の経済は、海外経済の減速による鉱工業生産の落ち込みに加え、企業リストラの拡大による個人

消費の低迷、米国同時多発テロの影響等による需要の減少が顕著でした。さらに下期からは、設備投資も減少傾

向となり、平成13年度の名目ＧＤＰ成長率はマイナスが予測されています。また平成14年度も一部に底打ち感が

あるものの、設備投資、個人消費は相変らず低迷すると予測されており、依然として先行き不透明な状況となっ

ています。 

 一方、当社の関連する建設業界にあっては、民間住宅投資は引続き雇用、所得環境が悪化することから、前年

比3.5％の減少、民間非住宅投資も同3.6％の減少が予測され、公共建築投資は追加措置が行なわれないと同

10.7％の減少となり、建設投資全体では前年比6.1％の減少となる見通しです。 

 このような状況下、当社は営業収益力と財務体質を強化するため、 

① 予算の100％達成（全員が予算を持ち、達成する） 

② 受注力の向上（受注先行型営業） 

③ 取引先ＣＳ度の向上（地域№１のサービスレベルの実現） 

④ 取引先サポート能力の向上（ソリューションカンパニーへ） 

⑤ 新規分野増分の追求（増分10％） 

⑥ 業務見直しによる効率化の追求（生産性の向上10％） 

⑦ 社内体制の充実（強い会社に） 

の７つの方針と、 

・商材 「必要な商材を何でも提供できるトータルサプライの実現」 

・物流 「必要な時に必要なモノをお届けするジャストイン物流の強化」 

・情報 「社員やお客様の必要な情報を一人一人に提供できるしくみ作り」 

・支援 「各種セミナーや施工研修等の充実でお客様の悩みを一緒に解決」 

・新規 「新しい分野や機能への取組みでマーケット変化に素早く対応」 

の５つの機能強化等に、取組んでまいりました。 

 その結果、売上高は77,336百万円(前期比0.5％増)の増収となりました。 

 損益面においては需要の低迷、商品価格の下落等、厳しい環境下ではありましたが、営業収益力向上に努めた

上記諸対策により利益率も向上し、売上総利益は6,703百万円（前期比2.6％増）となりました。一方、販売費及

び一般管理費については不良債権発生に伴う貸倒引当金の増加等により、6,434百万円（前期比4.4％増）とな

り、経常利益は523百万円（前期比14.1％減）となりました。 

 また、特別損失には、有価証券評価損42百万円、会員権評価損15百万円、固定資産除却損11百万円を計上しま

した。 

 その結果、当期純利益は253百万円(前期比3.3％増)となりました。 



 部門別売上状況は以下のとおりです。 

① 管材 

 半導体をはじめとして国内設備投資の減少により、管・継手・バルブの需要規模は縮小し、併せて市場価格も

下落しました。住宅の給水・給湯配管の鉄管・銅管からのプラスチック化が進み、この分野でも管の金額として

の規模は縮小しております。住宅用プラスチック配管システムの販売専門部門を設置し拡販に努めた結果、この

分野では大幅伸張、また仕入価格の交渉を強化し、市場価格の下落に対応しましたが管材類全体の売上高は

27,245百万円（前期比4.5％減）となりました。 

② 衛生陶器・金具類 

 新築住宅の着工減で、全体として横這いの市場環境でしたが、前期に主力仕入先の東陶機器㈱と作った「東陶

ＨＡＴ会」を中心に、リフォーム・取替需要取込みの研修会・商談会を実施し、販売力の強化を図った結果、売

上高は28,953百万円（前期比1.7％増）を確保できました。システムバス・トイレなどのシステム商品は、新

築、リフォーム需要を確保し、前期比約６％増となっております。 

③ 住設機器・空調・その他 

 ルームエアコンなどの空調機器及び給湯機分野では、全メーカー取扱いによる引合いの誘引、また販売先の拡

大策を実施した結果売上増、住設機器分野では東部営業所での売上がプラスとなり、ポンプ類が管材類と同様前

期を下回ったものの、売上高は21,137百万円（前期比5.8％増）を達成しました。 



(2)キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有利子負債を削減するため余裕資金を

長短借入金の返済に充当したことにより、前事業年度末に比べ1,639百万円減少し、当事業年度末には3,751百万

円となりました。 

 当事業年度におけるキャッシュ・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3,386百万円（前年同期は2,370百万円の獲得）となりました。これは主に受

取手形ファクタリングの増加による売上債権（受取手形）の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） 

 投資活動の結果、得られた資金は156百万円（前年同期は892百万円の獲得）となりました。これは主に特定得

意先に対する貸付けの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） 

 財務活動の結果、使用した資金は5,182百万円（前年同期は703百万円の使用）となりました。これは主に短期

借入金及び長期借入金の減少によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当事業年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） １．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当事業年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門別 
当事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

24,610,747 94.8 

衛生陶器・金具類（千円） 26,390,773 102.9 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

19,530,849 105.5 

合計（千円） 70,532,370 100.6 

部門別 
当事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

27,245,638 95.5 

衛生陶器・金具類（千円） 28,953,211 101.7 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

21,137,397 105.8 

合計（千円） 77,336,246 100.5 



３【対処すべき課題】 

 平成14年度の建設業界は、民間住宅、民間非住宅、公共建築投資ともマイナスとなり、全体として前年を大き

く下回ることが予想されます。さらに、与信不安、企業再編等による業界の構造変革、リフォーム市場の拡大、

消費者ニーズの多様化によるマーケットの変化、建築リサイクル法、品確法への対応等、当社を取りまく環境の

変化は更に進むものと思われます。 

 平成14年度は前期決算を踏まえ、与信管理体制を見直し、さらに営業収益力、財務体質の改善の強化に努める

とともに、マーケット、社会の変化に対応した商売のしくみ作りを継続していきたいと考えています。 

 具体的には以下の７つの方針と５つの機能強化を継続して推進していく所存です。 

① 予算の100％達成         予算＝コミットメント（約束）と考える 

② 営業力の向上           受注先行型営業の実行 

③ 取引先ＣＳ度の向上        地域№１の機能サービスの提供 

④ 取引先サポート能力の向上     取引先の問題解決型企業（ソリューションカンパニー） 

⑤ 新規分野増分の追求        積極的に増分10％にチャレンジ 

⑥ 業務見直しによる効率化の追求   コストダウンと生産性の向上 

⑦ 社内体制の充実          財務、人事、機能とも強い会社へ 

 特に以下の機能強化を図っていきたいと考えています。 

・商材  「必要な商材を何でも提供できるトータルサプライの実現」 

・物流  「必要な時に必要なモノをお届けするジャストイン物流の強化」 

・情報  「社員やお客様の必要な情報を一人一人に提供できるしくみ作り」 

・支援  「各種セミナーや施工研修等の充実でお客様と共に繁栄するしくみ作り」 

・新規  「新しい分野の開発でマーケット変化に素早く対応」 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２【主要な設備の状況】 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において18事業所を運営しております。また、

国内に賃貸物件を４物件、厚生施設等を11物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

平成14年３月31日現在

事業所名 

（所在地） 

ブロック等の名

称 
設備の内容 

帳簿価額 
従業員

数 

(人) 
建物 

（千円） 

構築物 

(千円) 

機械及

び装置 

（千円）

車両運

搬具 

（千円）

器具備品 

（千円） 

土地 

（千円） 

(面積㎡) 

合計 

（千円） 

本社 

（東京都中央区） 

管理本部 

商品統括ブロッ

ク 

特需ブロック 

東京ブロック 

販売・管理

設備 
58,434 194 － 3,224 3,579 

411,000 

(399)
476,432 158 

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
東京ブロック 配送設備 207,372 6,663 10,939 － 40,445 

2,723,000 

(8,815)
2,988,421 19 

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

東北ブロック 
販売配送設

備 
505 353 － － 194 － 1,052 14 

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 〃 331 － － － 1,056 － 1,388 21 

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 〃 51,642 1,708 870 － 299 

63,275 

(2,297)
117,795 17 

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

北関東ブロック 〃 88,635 5,400 1,075 － 144 
109,319 

(3,177)
204,575 19 

埼玉支店 

（埼玉県久喜市） 
〃 〃 28,713 605 191 － 1,466 

234,865 

(7,652)
265,842 35 

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
〃 〃 1,052 687 1,071 － 1,088 － 3,899 18 

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
信越ブロック 〃 29,048 151 － － 1,215 

199,590 

(1,818)
230,006 17 

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 〃 706 205 － － 452 

36,064 

(368)
37,429 16 

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
東関東ブロック 〃 65,804 2,341 1,724 － － 

25,799 

(985)
95,670 18 

千葉支店 

（千葉県印旛郡白井

町） 

〃 〃 25,308 986 － － 735 
271,458 

(3,044)
298,488 27 

多摩支店 

（東京都立川市） 
西関東ブロック 〃 198 － 505 － 409 － 1,113 21 

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭

和町） 

〃 〃 648 936 － － 702 － 2,287 17 

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 〃 3,565 － 556 － 451 － 4,573 30 

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
西部ブロック 〃 39,619 6,602 92 － 138 

116,008 

(1,633)
162,460 24 

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 〃 10,425 1,005 － － 648 － 12,078 18 

関西支店 

（大阪市西区） 
〃 〃 3,143 2,677 － － 574 － 6,394 22 

営業設備計   615,158 30,518 17,028 3,224 53,602 
4,190,380 

(30,190)
4,909,912 511 

 



 （注）１．貸借設備として、建物13,573㎡、土地36,153㎡を事業に供しております。 

２．リース契約書等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リー

スであります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

事業所名 

（所在地） 

ブロック等の名

称 
設備の内容 

帳簿価額 
従業員

数 

(人) 
建物 

（千円） 

構築物 

(千円) 

機械及

び装置 

（千円）

車両運

搬具 

（千円）

器具備品 

（千円） 

土地 

（千円） 

(面積㎡) 

合計 

（千円） 

イトーピア橋本他賃

貸３物件 
－ － 1,326,631 1,452 6,681 － 372 

1,298,000 

(1,576)
2,633,137 － 

西武ヴィラ苗場他厚

生施設等10物件 
－ － 64,802 － － － 634 

161,231 

(2,879)
226,668 － 

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ５～６ 69,370 168,882 

倉庫用ラック・積層他 一式 ７ 16,761 36,309 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 発行済株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

(2)【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．500円額面株式１株を50円額面株式15株に分割 

２．一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株式数 900,000株  発行価格 386円  資本組入額 170円  払込金総額 347,400千円 

３．１株を1.5株に分割 

(4)【所有者別状況】 

 （注） 自己株式10株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成14年３月31日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成14年６月28日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 （注） 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成９年７月29日 

（注）１． 
4,634,798 4,965,855 － 389,528 － 240,039 

平成９年11月10日 

（注）２． 
900,000 5,865,855 153,000 542,528 194,400 434,439 

平成13年５月18日 

（注）３． 
2,932,927 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成14年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
外国法人等
のうち個人 

個人その他 計 

株主数（人） － 13 3 74 － － 331 421 － 

所有株式数

（単元） 
－ 7,386 45 29,116 － － 51,425 87,972 1,582 

所有株式数の

割合（％） 
－ 8.41 0.05 33.09 － － 58.45 100.00 － 



(5)【大株主の状況】 

(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式10株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成14年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,881 21.38 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 451 5.13 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

鈴木 直美 東京都港区元麻布1-3-37-406 132 1.50 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 113 1.29 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

計  5,586 63.49 

  平成14年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 普通株式   1,582 － 同上 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成14年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7)【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1)【定時総会決議による自己株式の買付け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のた

めの自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 授権株式数の発行済株式総数に占める割合は2.27％であります。 

(2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  平成14年６月27日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 普通株式 200,000 100,000,000 

再評価差額金による消却のための買受けに係る決議 － － － 

計 － － 100,000,000 



３【配当政策】 

 当社は、可能な限り経営効率化により収益力の向上を図り、業績及び財務体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当

を行うことを基本方針としております。 

 このような方針に基づき、当期におきましては普通配当を１株につき10円と決定いたしました。 

 この結果、当期の配当性向は34.7％、株主資本配当率は1.4％となっております。 

４【株価の推移】 

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

３．平成９年11月10日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価については該当事項は

ありません。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

最高（円） 1,510 1,170 930 980 657 

最低（円） 460 520 665 
620 

(590) 
500 

月別 平成13年10月 11月 12月 平成14年１月 ２月 ３月 

最高（円） 605 540 620 610 595 590 

最低（円） 530 505 510 560 500 500 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役会長 

代表取締役 
 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現） 

748 

取締役社長 

代表取締役 
 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社 

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現） 

1,578 

専務取締役 営業本部長 竹田 甲子郎 昭和11年12月30日生 

昭和35年４月 積水化学工業株式会社入社 

昭和56年４月 財務部長就任 

昭和60年６月 取締役就任 

平成３年６月 常務取締役就任 

平成６年６月 近畿セキスイ商事株式会社代表

取締役就任 

平成11年６月 当社専務取締役営業本部長就任

（現） 

2 

常務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副本部

長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任

（現） 

113 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 
商品統括・特

需分掌 
衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロック長

就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需分掌

就任（現） 

32 

取締役 

信越ブロック

長兼関西ブロ

ック長 

山田 幸一 昭和15年９月１日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和55年２月 第三営業部販売一部長就任 

平成５年６月 取締役新潟支店長兼長野支店長

就任 

平成６年７月 取締役信越ブロック長就任 

平成10年４月 取締役関越ブロック長就任 

平成11年４月 取締役信越ブロック長就任 

平成13年４月 取締役信越ブロック長兼関西ブ

ロック長就任（現） 

25 

取締役 
中部ブロック

長 
佐野 正興 昭和18年７月３日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 西部支店部長就任 

平成７年６月 取締役西部ブロック長就任 

平成13年４月 取締役中部ブロック長就任

（現） 

14 

取締役 
北関東ブロッ

ク長 
高橋 忠利 昭和18年11月18日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 東関東支店部長就任 

平成７年６月 取締役東関東ブロック長就任 

平成８年４月 取締役北関東ブロック長就任

（現） 

14 

取締役 
西関東ブロッ

ク長 
田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就任

（現） 

15 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

商品統括ブロ

ック長兼特需

ブロック長 

鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長兼特

需ブロック長就任（現） 

18 

取締役 
東京ブロック

長 
橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任

（現） 

18 

取締役 
東北ブロック

長 
遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任

（現） 

13 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社 

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社 

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現） 

24 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び松村正一は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に

定める社外監査役であります。 

２．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任 

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現） 

1 

監査役  松村 正一 大正15年１月21日生 

昭和27年４月 株式会社住友銀行入社 

昭和54年５月 同社取締役退任 

昭和56年６月 総合地所株式会社代表取締役就

任 

平成６年６月 明光ナショナル証券株式会社監

査役就任 

平成12年６月 当社監査役就任（現） 

－ 

   計 2,649 



第５【経理の状況】 

財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第64期事業年度（平成12年４月１日から平成13年３月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、第65期事

業年度（平成13年４月１日から平成14年３月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第64期事業年度（平成12年４月１日から平成13年３月31日まで）及

び第65期事業年度（平成13年４月１日から平成14年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受

けております。 

連結財務諸表について 

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重

要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準 0.12 ％ 

売上高基準 － ％ 

利益基準 △0.03 ％ 

剰余金基準 0.68 ％ 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第64期 

（平成13年３月31日） 
第65期 

（平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   5,188,327   3,648,370  

２．受取手形 ※８  11,128,429   7,109,562  

３．売掛金   11,707,671   11,685,292  

４．有価証券   202,470   102,709  

５．商品   3,768,974   3,668,740  

６．前渡金   2,788   9,600  

７．前払費用   63,229   55,947  

８．繰延税金資産   77,669   116,618  

９．短期貸付金   459,623   216,734  

10．未収入金   332,333   266,690  

11．債権売却未収入金等 ※９  －   439,234  

12．その他 ※５  8,064   32,339  

13．貸倒引当金   －74,668   －72,333  

流動資産合計   32,864,913 77.0  27,279,507 72.3 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物 ※１ 3,078,731   3,077,142   

減価償却累計額  1,010,073 2,068,657  1,070,550 2,006,591  

２．構築物  124,704   131,542   

減価償却累計額  94,130 30,573  99,571 31,970  

３．機械及び装置  94,282   94,282   

減価償却累計額  65,311 28,971  70,572 23,709  

４．車両運搬具  8,830   8,830   

減価償却累計額  4,095 4,734  5,606 3,224  

５．器具備品  138,012   142,232   

減価償却累計額  78,516 59,495  87,623 54,609  

６．土地 
※１ 
※２ 

 5,072,087   5,649,612  

有形固定資産合計   7,264,520 17.0  7,769,718 20.6 

 



  
第64期 

（平成13年３月31日） 
第65期 

（平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(2）無形固定資産        

１．営業権   －   3,200  

２．借地権   4,487   4,487  

３．ソフトウェア   348   23,904  

４．電話加入権   16,914   16,914  

無形固定資産合計   21,749 0.1  48,505 0.1 

(3)投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  1,331,978   1,172,389  

２．関係会社株式   11,200   11,200  

３．出資金   4,370   4,370  

４．長期貸付金   874,087   862,548  

５．従業員長期貸付金   17,276   10,494  

６．長期滞留債権 ※４  724,696   1,034,889  

７．長期前払費用   12,268   7,109  

８．敷金及び保証金   422,078   430,748  

９．会員権   383,948   366,008  

10．その他   318,901   391,831  

11．貸倒引当金   －1,592,772   －1,667,861  

投資その他の資産合計   2,508,033 5.9  2,623,728 7.0 

固定資産合計   9,794,303 23.0  10,441,952 27.7 

資産合計   42,659,216 100.0  37,721,460 100.0 

        
 



  
第64期 

（平成13年３月31日） 
第65期 

（平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※８  7,941,919   7,459,745  

２．買掛金   6,802,512   6,780,006  

３．短期借入金   14,425,000   9,800,000  

４．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  3,046,000   1,701,500  

５．未払金   163,073   155,839  

６．未払費用   28,049   62,585  

７．未払法人税等   10,953   279,779  

８．未払消費税等   92,904   44,303  

９．前受金   17,052   13,122  

10．預り金   82,633   62,041  

11．前受収益   12,457   11,539  

12．賞与引当金   290,000   290,000  

13．その他   41,156   86,824  

流動負債合計   32,953,713 77.2  26,747,289 70.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  1,412,000   2,257,250  

２．繰延税金負債   452,043   245,728  

３．再評価に係る繰延税金
負債 

※２  －   247,138  

４．退職給付引当金   463,684   432,437  

５．役員退職慰労引当金   664,235   650,115  

６．預り保証金 ※１  687,683   714,132  

７．その他   63,970   30,485  

固定負債合計   3,743,617 8.8  4,577,288 12.1 

負債合計   36,697,330 86.0  31,324,578 83.0 

 



  
第64期 

（平成13年３月31日） 
第65期 

（平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  542,528 1.3  542,528 1.4 

Ⅱ 資本準備金   434,439 1.0  434,439 1.2 

Ⅲ 利益準備金   69,382 0.2  75,482 0.2 

Ⅳ 再評価差額金 ※２  － －  341,287 0.9 

Ⅴ その他の剰余金        

(1)任意積立金        

１．固定資産圧縮積立金  1,634,734   1,619,125   

２．別途積立金  2,500,000 4,134,734  2,700,000 4,319,125  

(2)当期未処分利益   585,106   588,048  

その他の剰余金合計   4,719,840 11.1  4,907,174 13.0 

Ⅵ その他有価証券評価差額
金 

  195,694 0.4  95,976 0.3 

Ⅶ 自己株式   － －  －5 -0.0 

資本合計   5,961,885 14.0  6,396,882 17.0 

負債資本合計   42,659,216 100.0  37,721,460 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   76,962,837 100.0  77,336,246 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  4,094,714   3,768,974   

２．当期商品仕入高  70,104,166   70,532,370   

合計  74,198,881   74,301,344   

３．商品期末たな卸高 ※１ 3,768,974 70,429,906 91.5 3,668,740 70,632,603 91.3 

売上総利益   6,532,930 8.5  6,703,642 8.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  961,711   935,710   

２．支払手数料  132,252   170,154   

３．旅費交通費  160,910   165,537   

４．通信費  172,292   157,691   

５．交際費  62,075   64,249   

６．貸倒引当金繰入額  143,491   312,263   

７．役員報酬  160,344   152,634   

８．給料手当  2,406,040   2,464,170   

９．賞与引当金繰入額  290,000   290,000   

10．退職給付費用  106,991   107,668   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 34,561   31,043   

12．法定福利費及び福利厚
生費 

 550,597   582,635   

13．賃借料  425,508   433,962   

14．事務用消耗品費  120,319   128,602   

15．減価償却費  58,957   57,312   

16．租税公課  74,297   70,501   

17．その他  303,288 6,163,639 8.0 309,892 6,434,030 8.3 

営業利益   369,290 0.5  269,612 0.4 

 



  
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  63,840   71,972   

２．受取配当金  14,975   16,764   

３．仕入割引  470,166   400,798   

４．賃貸収入  188,292   185,138   

５．その他  91,166 828,440 1.1 91,082 765,756 1.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  283,845   236,395   

２．手形売却損  149,303   116,668   

３．売上割引  70,105   83,329   

４．賃貸費用  54,824   52,258   

５．その他  30,246 588,326 0.8 23,171 511,824 0.7 

経常利益   609,405 0.8  523,544 0.7 

Ⅵ 特別損失        

１．デリバティブ評価損  89,939   －   

２．固定資産売却損 ※２ －   1,791   

３．固定資産除却損 ※３ －   11,487   

４．有価証券評価損  －   42,215   

５．会員権評価損  13,764   15,381   

６．会員権売却損  － 103,703 0.1 2,038 72,913 0.1 

税引前当期純利益   505,701 0.7  450,631 0.6 

法人税、住民税及び事
業税 

 246,200   370,000   

法人税等調整額  13,929 260,129 0.4 －173,054 196,945 0.3 

当期純利益   245,572 0.3  253,686 0.3 

前期繰越利益   339,533   334,361  

当期未処分利益   585,106   588,048  

        



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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  505,701 450,631 

減価償却費  95,018 89,907 

貸倒引当金の増加（減
少）額 

 －53,472 67,171 

退職給与引当金の減少額  －425,856 － 

退職給付引当金の減少
（増加）額 

 463,684 －31,247 

役員退職慰労引当金の減
少（増加）額 

 16,723 －14,120 

受取利息及び受取配当金  －78,815 －88,736 

仕入割引  －470,166 －400,798 

支払利息  283,845 236,395 

手形売却損  149,303 116,668 

有価証券評価損  － 42,215 

固定資産売却損  － 1,791 

固定資産除却損  － 11,487 

会員権評価損  13,764 15,381 

デリバティブ評価損  89,939 － 

売上債権の減少額  1,153,038 3,727,121 

たな卸資産の減少額  325,740 100,233 

仕入債務の減少（増加）
額 

 874,187 －510,979 

その他  116,351 －473,655 

役員賞与の支払額  － －1,600 

小計  3,058,988 3,337,869 

利息及び配当金の受取額  477,218 484,757 

利息の支払額  －408,730 －335,298 

法人税等の支払額  －757,162 －126,236 

法人税等の還付額  － 25,062 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 2,370,312 3,386,154 

 



  
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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 

   

有価証券の取得による
支出 

 －427 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 －17,425 －29,068 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － 9,110 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 －177,159 －57,172 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 12,071 2,579 

貸付けによる支出  －2,866,748 －6,917,391 

貸付金の回収による収
入 

 3,783,325 7,178,601 

その他  158,776 －29,892 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 892,412 156,766 

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  －575,000 －4,625,000 

長期借入による収入  1,400,315 2,974,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 －1,470,315 －3,473,250 

自己株式の売却による
収入 

 689 2,778 

自己株式の取得による
支出 

 －346 －2,514 

配当金の支払額  －58,649 －58,654 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －703,306 －5,182,639 

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 

 2,559,418 －1,639,718 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,831,379 5,390,798 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 5,390,798 3,751,079 

    



④【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

  
第64期 

（平成13年６月28日） 
第65期 

（平成14年６月27日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   585,106  588,048 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 15,609 15,609 15,136 15,136 

合計   600,715  603,185 

Ⅲ 利益処分額      

１．利益準備金  6,100  －  

２．配当金  58,654  87,987  

３．役員賞与金  1,600  －  

（うち監査役賞与金）  (400)  (－)  

４．任意積立金      

別途積立金  200,000 266,354 170,000 257,987 

Ⅳ 次期繰越利益   334,361  345,197 

      



重要な会計方針 

 
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３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……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式……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……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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産…建物（附属設備を除

く）は定額法、その他の有形固定資

産については定率法によっておりま

す。 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

（1）有形固定資産…同左 

 （2）無形固定資産……ソフトウェア（自

社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

（2）無形固定資産…同左 

 （3）長期前払費用……定額法によってお

ります。 

なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

（3）長期前払費用…同左 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 



 
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適格

退職年金制度に係る差異－245,703千

円）については、５年による按分額を

費用処理しております。 

 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

期から費用処理することとしておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4）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

プについては、特例処理を採用してお

ります。 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため有効性の評価を省略し

ております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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。 

 



追加情報 

 
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

９．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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

（金融商品会計） 

 当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

 平成11年１月22日））を適用し、有価証券の評価方

法及びデリバティブの評価方法等について変更してお

ります。この結果、従来の方法によった場合と比較し

て、経常利益は60,157千円、税引前当期純利益は

29,782千円減少しております。 

 また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検

討し、その他有価証券のうち預金と同等の性格を有す

るものは流動資産の有価証券として、それら以外は投

資有価証券として表示しております。その結果、流動

資産の有価証券は75,823千円減少し、投資有価証券は

同額増加しております。 

 なお、前期において「支払利息及び割引料」に含め

て表示しておりました手形割引料は、当期より「手形

売却損」として表示する方法に変更しております。 

────── 

（退職給付会計） 

 当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成10年６月16日））を適用しております。この変更

による損益への影響はありません。 

 また、退職給与引当金は退職給付引当金に含めて表

示しております。 

────── 

（外貨建取引等会計基準） 

 当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外

貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企

業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しており

ます。この変更による損益への影響はありません。 

────── 

────── 

（自己株式） 

 前期末まで流動資産「その他」に含めて掲記してお

りました自己株式は、財務諸表等規則の改正により、

資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示し

ております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第64期 
（平成13年３月31日） 

第65期 
（平成14年３月31日） 

※１．(1）資産のうち次のとおり債務の担保に供してお

ります。 

※１．(1）資産のうち次のとおり債務の担保に供してお

ります。 

建物 1,560,241千円

土地 4,192,831千円

計 5,753,073千円

建物 1,517,736千円

土地 4,233,865千円

計 5,751,601千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,750,000千円

計 2,035,654千円

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,628,000千円

計 1,913,654千円

(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。 

(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。 

土地 65,175千円

投資有価証券 610,369千円

計 675,545千円

土地 340,000千円

投資有価証券 472,452千円

計 812,452千円

※２．       ────── ※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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っております。 

  なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日

改正）に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額

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「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 

  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

  当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 

5,061,186千円 

  当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 

5,649,612千円 

※３．授権株式数 19,000,000株

発行済株式総数 5,865,855株

※３．授権株式数 19,000,000株

発行済株式総数 8,798,782株

※４．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※４．       同左 

 



第64期 
（平成13年３月31日） 

第65期 
（平成14年３月31日） 

※５．その他の流動資産に含まれる自己株式は327千円で

あります。 

※５．     ────── 

６．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金96,978千円につ

き、㈱住友銀行に債務保証を行っております。 

６．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金86,403千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 ７．受取手形割引高 13,763,030千円  ７．受取手形割引高 13,249,366千円

     受取手形裏書譲渡高 7,996千円

※８．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形…… 418,933千円 

支払手形…… 757,607千円 

割引手形……1,131,045千円 

※８．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形…… 334,020千円 

支払手形…… 837,155千円 

割引手形……1,198,966千円 

※９．     ────── ※９．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（40,626千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（398,608千円）

であります。 



（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額5,927千円を売上原価

に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額34,690千円を売上原

価に算入しております。 

※２．     ────── ※２．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 土地 1,791千円

※３．     ────── ※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 建物 11,487千円

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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掲記さ

れている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 

 

期末残高 

 左記の内現金

及び現金同等

物 

現金及び預金  5,188,327  5,188,327 

有価証券  202,470  202,470 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   5,390,798 

 

 

 

期末残高 

 左記の内現金

及び現金同等

物 

現金及び預金  3,648,370  3,648,370 

有価証券  102,709  102,709 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   3,751,079 

 



（リース取引関係） 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  構築物  器具備品  
ソフト

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 10,284  399,733  75,765  485,782 

減価償却

累計額相

当額 

 2,972  180,537  19,938  203,447 

期末残高

相当額 
 7,312  219,196  55,826  282,334 

  構築物  器具備品  
ソフト

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 10,284  418,005  127,899  556,188 

減価償却

累計額相

当額 

 4,328  220,153  45,759  270,240 

期末残高

相当額 
 5,956  197,852  82,140  285,948 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 96,029千円

１年超 186,305千円

合計 282,334千円

１年以内 107,794千円

１年超 178,154千円

合計 285,948千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左 

３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 122,060千円

減価償却費相当額 122,060千円

支払リース料 110,122千円

減価償却費相当額 110,122千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当事業年度において、減損処理（39,105千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載し

ております。 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

３．時価のない主な有価証券の内容 

種類 

第64期（平成13年３月31日） 第65期（平成14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 623,945 1,026,851 402,905 554,329 798,563 244,233 

その他 900 1,054 154 － － － 

小計 624,845 1,027,905 403,059 554,329 798,563 244,233 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式 128,553 116,651 －11,901 241,970 203,433 －38,537 

その他 176,160 122,407 －53,752 134,318 93,694 －40,623 

小計 304,713 239,058 －65,654 376,289 297,128 －79,161 

合計 929,559 1,266,964 337,404 930,619 1,095,691 165,072 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 第65期（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

12,071 1,188 － 102,686 472 － 

 
第64期（平成13年３月31日） 第65期（平成14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） 

（1）子会社株式 11,200 11,200 

（2）その他有価証券   

①マネー・マネージメン

ト・ファンド 
202,470 114,502 

②非上場株式（店頭売買

株式を除く） 
65,014 64,905 



（デリバティブ取引関係） 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

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は、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

第64期（平成13年３月31日現在） 

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 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 5,750,000 2,750,000 －63,970 －63,970 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894) 

700,000 926 －25,968 

合計 6,450,000 3,450,000 －63,044 －89,939 



第65期（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

第65期（平成14年３月31日現在） 

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 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
2,750,000 1,000,000 －30,485 －30,485 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894) 
700,000 97 －26,797 

合計 3,450,000 1,700,000 －30,388 －57,282 



（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、退職一時金制度については、昭和42年10月から適格退職年金制度への移行を段階的に行い、平成元年10

月までに85％移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

  
第64期 

（平成13年３月31日現在） 
第65期 

（平成14年３月31日現在） 

  金額（千円） 金額（千円） 

 （１）退職給付債務 －1,150,851 －1,120,646 

 （２）年金資産 763,475 740,523 

 （３）未積立退職給付債務（１）＋（２） －387,376 －380,123 

 （４）会計基準変更時差異の未処理額 －0 －0 

 （５）未認識数理計算上の差異 －28,529 46,457 

 （６）未認識過去勤務債務（債務の減額） － － 

 
（７）貸借対照表計上額純額 

（３）＋（４）＋（５）＋（６） 
－415,905 －333,665 

 （８）前払年金費用 47,779 98,771 

 （９）退職給付引当金（７）－（８） －463,684 －432,437 

 
第64期 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

 金額（千円） 金額（千円） 

退職給付費用 106,991 107,668 

（１）勤務費用 86,675 83,749 

（２）利息費用 35,395 34,525 

（３）期待運用収益（減算） －15,079 －15,269 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

（５）過去勤務債務の費用処理額 － － 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 － 6 

（７）臨時に支払った割増退職金 － 4,656 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （注） 数理計算上の差異は、各事業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事業年度から費用処理することとしております。 

 
第64期 

（平成13年３月31日現在） 
第65期 

（平成14年３月31日現在） 

（１）割引率（％） 3.0 2.5 

（２）期待運用収益率（％） 2.0 2.0 

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

（４）過去勤務債務の額の処理年数 ― － 

（５）会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 5 

（６）数理計算上の差異の処理年数（年）

（注） 
10 10 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第65期（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第64期 
（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

第65期 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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 

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 920千円

賞与引当金限度超過額 68,326千円

貸倒引当金限度超過額 520,836千円

退職給付引当金限度超過額 60,834千円

役員退職慰労引当金限度超過額 278,978千円

その他 35,312千円

繰延税金資産小計 965,208千円

評価性引当額 －25,402千円

繰延税金資産合計 939,806千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,172,470千円

その他有価証券評価差額金 －141,709千円

繰延税金負債合計 －1,314,180千円

繰延税金負債の純額 374,374千円

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 23,501千円

賞与引当金限度超過額 85,422千円

貸倒引当金限度超過額 611,275千円

退職給付引当金限度超過額 53,362千円

役員退職慰労引当金限度超過額 273,048千円

会員権評価損 29,839千円

その他 25,450千円

繰延税金資産合計 1,101,899千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,161,509千円

土地再評価差額 －247,138千円

その他有価証券評価差額金 －69,500千円

繰延税金負債合計 －1,478,148千円

繰延税金負債の純額 376,248千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.1％

留保金額に対する税額 0.4％

住民税均等割等 1.2％

会員権評価損 1.1％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
51.4％

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.4％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
－0.7％

留保金額に対する税額 2.1％

住民税均等割等 1.2％

評価性引当額取崩 －5.6％

その他 －1.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
43.7％



【関連当事者との取引】 

第64期（自平成12年４月１日 至平成13年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第65期（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

２．第65期の１株当たり情報の計算については、財務諸表等規則の改正により、発行済株式数から自己株式を控

除して計算しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

第64期 第65期 

１株当たり純資産額 1,016円37銭

１株当たり当期純利益 41円86銭

１株当たり純資産額 727円02銭

１株当たり当期純利益 28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、新株引受権付社債及び転換社債の発行がな

いため記載しておりません。 

同左 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

東陶機器㈱ 397,029 222,336 

ダイキン工業㈱ 71,565 162,452 

住友商事㈱ 204,166 144,345 

積水化学工業㈱ 301,793 112,266 

㈱荏原製作所 140,376 99,526 

㈱キッツ 319,518 51,122 

㈱鶴見製作所 83,470 43,654 

㈱ハーフセンチュリーモア 600 30,000 

㈱三井住友銀行 53,800 28,514 

日本ベニア㈱ 47,000 26,790 

その他31銘柄 506,595 145,892 

計 2,125,912 1,066,901 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

有価証券 
その他有

価証券 

大和證券  ダイワＭＭＦ 51,396,656 51,396 

つばさ証券 ダイワＭＭＦ 51,312,864 51,312 

小計 102,709,520 102,709 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 8,850,338 11,793 

バラエティ・オープン 11,452,907 9,722 

インカムストラテージー 7,700 6,983 

アクティブ・ニッポン 44,275,770 25,356 

Ｊ・エクィティ 50,000,000 28,065 

日本株スタイル 30,000,000 19,053 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 4,513 

小計 157,236,715 105,487 

計 259,946,235 208,197 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．土地再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。これにより増加し

た帳簿価額は588,426千円であります。 

２．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 3,078,731 18,010 19,598 3,077,142 1,070,550 68,588 2,006,591 

構築物 124,704 6,837 － 131,542 99,571 5,440 31,970 

機械及び装置 94,282 － － 94,282 70,572 5,261 23,709 

車両運搬具 8,830 － － 8,830 5,606 1,510 3,224 

器具備品 138,012 4,220 － 142,232 87,623 9,106 54,609 

土地 5,072,087 
(588,426)

588,426 
10,901 5,649,612 － － 5,649,612 

有形固定資産計 8,516,648 617,494 30,500 9,103,643 1,333,924 89,907 7,769,718 

無形固定資産        

営業権 － － － 4,000 800 800 3,200 

借地権 － － － 4,487 － － 4,487 

ソフトウェア － － － 27,512 3,607 1,806 23,904 

電話加入権 － － － 16,914 － － 16,914 

無形固定資産計 － － － 52,913 4,407 2,606 48,505 

長期前払費用 15,812 － 4,690 11,122 4,013 469 7,109 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率は、期中平均の利率及び借入残高を使って算定した加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおり

であります。 

【資本金等明細表】 

 （注） １．当期末における自己株式数は、10株であります。 

２．利益準備金及び別途積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

３．固定資産圧縮積立金の当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 14,425,000 9,800,000 0.740 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,046,000 1,701,500 1.391 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く。） 
1,412,000 2,257,250 1.654 平成15年～19年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 18,883,000 13,758,750 － － 

 
１年超 
  ２年以内(千円) 

２年超 
  ３年以内(千円) 

３年超 
  ４年以内(千円) 

４年超 
  ５年以内(千円)

長期借入金 257,250 1,000,000 － 1,000,000 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 542,528 － － 542,528 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (5,865,855) (2,932,927) (－) (8,798,782) 

普通株式 （千円） 542,528 － － 542,528 

計 （株） (5,865,855) (2,932,927) (－) (8,798,782) 

計 （千円） 542,528 － － 542,528 

資本準備金及

びその他の資

本剰余金 

（資本準備金） 

株式払込剰余金 （千円） 434,439 － － 434,439 

      

計 （千円） 434,439 － － 434,439 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） 

（注）２ 
（千円） 69,382 6,100 － 75,482 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）３ 
（千円） 1,634,734 － 15,609 1,619,125 

別途積立金（注）２ （千円） 2,500,000 200,000 － 2,700,000 

計 （千円） 4,204,116 206,100 15,609 4,394,607 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注） 1,667,440 650,546 245,091 332,702 1,740,194 

賞与引当金 290,000 290,000 290,000 － 290,000 

役員退職慰労引当金 664,235 31,043 45,163 － 650,115 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 996,084 

預金の種類  

当座預金 1,065,160 

普通預金 97,084 

納税準備預金 40 

自由金利型定期預金 1,490,000 

計 2,652,285 

合計 3,648,370 

相手先 金額（千円） 

㈱福知商会 395,385 

サークル機材㈱ 353,267 

㈱フジ 346,183 

沼津管材㈱ 114,752 

サンコー機材㈱ 85,308 

その他 5,814,666 

合計 7,109,562 

期日 金額（千円） 

平成14年４月満期 1,432,404 

平成14年５月満期 790,166 

平成14年６月満期 1,067,512 

平成14年７月満期 2,680,905 

平成14年８月満期 1,073,209 

平成14年９月以降満期 65,364 

合計 7,109,562 



ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 324,515 

㈱三晃空調 237,809 

新菱冷熱工業㈱ 228,497 

㈱福知商会 183,439 

シオヤ産業㈱ 181,595 

その他 10,529,435 

合計 11,685,292 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C)

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D)
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

11,707,671 81,203,059 81,225,438 11,685,292 87.4 52.6 

品目 金額（千円） 

管材  

管類 334,931 

継手類 444,512 

バルブ類 460,226 

化成品類 682,341 

工具関連機材 89,217 

小計 2,011,229 

衛生陶器・金具類 1,415,129 

住設機器・空調・その他  

給湯・厨房関連、空調関連 228,920 

ポンプ類 13,461 

小計 242,381 

合計 3,668,740 



② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

ロ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

住友商事㈱ 1,188,138 

㈱ノーリツ 922,611 

東陶機器㈱ 859,689 

㈱三菱電機ライフファシリティーズ東京 556,072 

荏原テクノサーブ㈱ 553,093 

その他 3,380,139 

合計 7,459,745 

期日 金額（千円） 

平成14年４月満期 2,609,277 

平成14年５月満期 1,644,528 

平成14年６月満期 1,519,843 

平成14年７月満期 1,230,511 

平成14年８月満期 455,585 

平成14年９月以降満期 － 

合計 7,459,745 

相手先 金額（千円） 

東陶機器㈱ 2,511,866 

積水化学工業㈱ 531,998 

住友商事㈱ 237,736 

ダイキン空調東京㈱ 184,102 

㈱キッツ 178,358 

その他 3,135,944 

合計 6,780,006 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

株主名簿閉鎖の期間 ────── 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 
 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第64期）（自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日）平成13年６月29日関東財務局長に提出 

(2)半期報告書 

 （第65期中）（自 平成13年４月１日 至 平成13年９月30日）平成13年12月20日関東財務局長に提出 

(3)臨時報告書 

 平成14年５月10日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債務者に対する債権につき取立不能又は取引遅延のおそ

れの発生）に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 代表取締役社長  橋本 政昭 殿  

 あずさ監査法人  

 
代表社員
関与社員 

 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋

本総業株式会社の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの第６４期事業年度の訂正報告書の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を

実施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、か

つ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が橋本総業株式会社の平成１３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

特記事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処

分利益がそれぞれ5,080千円減少している。また、損益計算書については売上高が4,839千円減少したこと等により、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ5,080千円減少している。 

 （注）会社は、当事業年度より追加情報の注記に記載のとおり、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準

及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成

している。 

以  上 

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 代表取締役社長  橋本 政昭 殿  

 あずさ監査法人  

 
代表社員
関与社員 

 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋

本総業株式会社の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの第６５期事業年度の訂正報告書の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を

実施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、か

つ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が橋本総業株式会社の平成１４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、損益計算書については売上高が4,839千円増加したこと

等により、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ5,080千円増加している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



【表紙】 

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【中間会計期間】 第66期中（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第66期中（平成15年３月期）」において、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の売上高

が995千円、経常利益が1,044千円及び税引前中間（当期）純利益1,044千円過大に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき「平成14年12月20日」に提出しました半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、そ

の監査報告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．第65期以前は、連結財務諸表等を作成していないため、記載しておりません。 

２．当中間連結会計期間末が子会社株式のみなし取得日となるために、中間連結貸借対照表のみ作成しており、

中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。 

  このため、純資産額、総資産額、１株当たり純資産額、自己資本比率及び従業員数のみ記載しております。

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期 

会計期間 

自平成12年 
４月１日 
至平成12年 
９月30日 

自平成13年 
４月１日 
至平成13年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成12年 
４月１日 
至平成13年 
３月31日 

自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日 

売上高（千円） － － － － － 

経常利益（千円） － － － － － 

中間（当期）純利益（千円） － － － － － 

純資産額（千円） － － 6,450,649 － － 

総資産額（千円） － － 39,830,094 － － 

１株当たり純資産額（円） － － 733円13銭 － － 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
－ － － － － 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － 16.2 － － 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（千円） 
－ － － － － 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（千円） 
－ － － － － 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（千円） 
－ － － － － 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（千円） 
－ － － － － 

従業員数(人) － － 556 － － 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第65期以前は、新株引受権付社債及び転換社債

の発行がないため、第66期中は、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。 

３．平成13年５月18日付をもって株式１株を1.5株に分割しております。なお、第65期中の１株当たり中間純利

益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期 

会計期間 

自平成12年 
４月１日 
至平成12年 
９月30日 

自平成13年 
４月１日 
至平成13年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成12年 
４月１日 
至平成13年 
３月31日 

自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日 

売上高（千円） 36,502,937 37,092,055 39,478,150 76,962,837 77,336,246 

経常利益（千円） 183,214 244,772 709,172 609,405 523,544 

中間（当期）純利益

（千円） 
81,502 93,903 190,632 245,572 253,686 

持分法を適用した場合

の投資利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数(株) 5,865,855 8,798,782 8,798,782 5,865,855 8,798,782 

純資産額（千円） 5,897,206 5,912,608 6,450,649 5,961,885 6,396,882 

総資産額（千円） 42,965,396 40,055,042 37,213,175 42,659,216 37,721,460 

１株当たり純資産額 1,005円34銭 671円98銭 733円13銭 1,016円37銭 727円02銭 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
13円90銭 10円67銭 21円66銭 41円86銭 28円83銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

金額（円） 

－ － － － － 

１株当たり中間（年

間）配当額（円） 
－ － － 10 10 

自己資本比率（％） 13.7 14.8 17.3 14.0 17.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

－1,329,318 1,547,004 565,633 2,370,312 3,386,154 

投資活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

－70,148 －116,207 －1,645,839 892,412 156,766 

財務活動による 

キャッシュ・フロー

（千円） 

1,129,693 －1,041,389 17,702 －703,306 －5,182,639 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高

（千円） 

2,561,605 5,780,205 2,688,576 5,390,798 3,751,079 

従業員数（人） 506 527 503 501 511 



２【事業の内容】 

 当社は、平成14年７月に大明工機株式会社の全株式を取得して子会社とし、当中間連結会計期間より新たに連結対

象といたしました。子会社の大明工機株式会社は、各種プラント用機器・装置の専門商社として顧客に対し最新のプ

ラントエンジニアリングテクノロジー商品を販売しております。それ以外に、当中間会計期間において、当社グルー

プ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２．当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業のみを営む単一セグメントであるため、事業の種類別セグ

メントの記載を行っておりません。 

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

大明工機株式会社 

東京都中央区港

１丁目１番16号 
30,000 管工機材の販売 100 

商品の販売及び仕

入 

  平成14年９月30日現在

従業員数（人） 556 

  平成14年９月30日現在

従業員数（人） 503 



第２【事業の状況】 
 当中間連結会計期間末が子会社株式の取得日となるため、中間連結貸借対照表のみ作成しており、中間連結損益計

算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成をしておりません。このため、１．業績

等の概要及び２．仕入及び販売の状況については提出会社の中間会計期間に関する事項を記載しております。 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当上半期のわが国の経済は一部に回復傾向があるものの、海外経済の減速、個人消費の低迷等によりその回復力は

弱く、名目ＧＤＰ成長率もマイナスで推移しています。また、財政改革も一向に進まず、ますます混迷を深めており

ます。 

 一方、当社の関連する建設業界にあっては、民間住宅投資は所得環境の悪化等による消費者心理の低迷から、前年

比△4.6％と３年連続の減少、民間非住宅は引き続き減少傾向が続き、同△2.1％と予測されています。また、公共建

設投資は補正予算による追加措置がなければ、同△9.4％と予測され、建設投資全体では16年ぶりに60兆円を割り込

む見通しです。 

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社は営業収益力と財務体質を強化するため、 

の７つの方針と、 

の５つの機能強化等に取組んでまいりました。 

 その結果、業績は、市場の販売環境の変化もあり、売上高で39,478百万円（前年同期比6.4％増）となりました。 

 損益面においては厳しい環境下ではありましたが、上記諸対策及び販売・仕入価格管理の改善等の営業収益力向上

努力により、利益率も向上し、売上総利益は3,670百万円（前年同期比12.7％増）となりました。一方、販売費及び

一般管理費については費用科目ごとの地道なコストダウン対策を実施し、売上増加による経費増を吸収しました。ま

た、貸倒引当金の引当方法について得意先ごとにリスクに見合った引当を実施するように改善しました。その結果、

販売費及び一般管理費は3,094百万円（前年同期比1.6％減）となり、経常利益は709百万円（前年同期比189.7％増）

となりました。 

 さらに特別損失には、当社売却土地の土壌汚染に対する和解金300百万円、投資有価証券評価損27百万円を計上し

ました。 

 その結果、中間純利益190百万円（前年同期比103.0％増）となりました。 

① 予算の100％達成 予算＝コミットメント(約束)と考える 

② 営業力の向上 受注先行型営業の実行 

③ 取引先ＣＳ度の向上 地域№１の機能サービスの提供 

④ 取引先サポート能力の向上 取引先の問題解決型企業(ソリューションカンパニー) 

⑤ 新規分野増分の追求 積極的に増分10％にチャレンジ 

⑥ 業務見直しによる効率化の追求 コストダウンと生産性の向上 

⑦ 社内体制の充実 財務、人事、機能とも強い会社へ 

・商材 「必要な商材を何でも提供できるトータルサプライの実現」 

・物流 「必要な時に必要なモノをお届けするジャストイン物流の強化」 

・情報 「社員やお客様の必要な情報を一人一人に提供できるしくみ作り」 

・支援 「各種セミナーや施工研修等の充実でお客様と共に繁栄するしくみ作り」 

・新規 「新しい分野の開発でマーケット変化に素早く対応」 



 部門別状況は以下の通りです。 

①管材 

 国内設備投資の引き続きの低迷、中国をはじめとする海外製品の低価格圧力により管・継手・バルブの需要規模、

市場価格とも反転の兆しが見えず、相変わらず軟調に推移しました。全体の規模の回復は見られなかったものの、今

期発生した市場での流通業者数の減少傾向により、７～９月にバルブ・化成品等の主力品をはじめとした売上が前年

同期を大幅に上回ることとなり、管材類全体の売上高は14,310百万円（前年同期比110.4％）となりました。 

②衛生陶器・金具類 

 東京を中心としたマンション等の集合住宅の着工は堅調持続している反面、戸建て住宅の新築は一段と厳しい状況

となり、価格面でも建築予算対応から更に下落を余儀なくされております。ストック需要（リフォーム）の取り込み

のため、「リフォームクラブみらい」の活動を活発化し販売力を強化した結果、主力の衛陶金具は前年同期を若干下

回ったものの、温水洗浄便座は前年同期を上回り、また、システムトイレ・バス等が大幅に伸張し、全体として

14,338百万円（前年同期比102.9％）となりました。 

③住設・空調機器類・その他 

 エアコン類の市場は前年同期減の厳しい環境でしたが、主力メーカーとの共同営業活動により売上増となり、換気

機器についても前年同期並を確保しました。ポンプ類は管材と同様に流通業者の減少で売上増となりました。キッチ

ン・給湯機等の住設商品につきましても、ストック需要の取り込みの結果、集合住宅需要の受注強化により前年同期

を上回る実績となり、住設機器全体として10,829百万円（前年同期比106.2％）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,062百万円減少

し、当中間会計期間末には2,688百万円となりました。 

 なお、当中間会計期間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565百万円（前年同期は1,547百万円の獲得）となりました。これは主に手形割引

高の増加及び受取手形のファクタリングによる売上債権（受取手形）の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） 

 投資活動の結果、使用した資金は1,645百万円（前年同期も116百万円の使用）となりました。これは主に特定得意

先に対する短期の貸付けの増加と子会社株式の取得及び定期性預金への預入によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は17百万円（前年同期は1,041百万円の使用）となりました。これは主に新たに始

めた社債発行による収入と長短借入金の返済によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1)仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)販売実績 

 当中間会計期間の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

管材 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

12,746,215 108.3 

衛生陶器・金具類 13,047,697 100.8 

住設機器・空調・その他 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

9,976,950 105.9 

合計 35,770,862 104.8 

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

管材 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

14,310,319 110.4 

衛生陶器・金具類 14,338,530 102.9 

住設機器・空調・その他 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

10,829,300 106.2 

合計 39,478,150 106.4 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は

ありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2)【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成14年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成14年12月20日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年４月１日～

平成14年９月30日 
－ 8,798,782 － 542,528 － 434,439 



(4)【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成14年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,871 21.26 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 486 5.52 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 132 1.51 

鈴木 直美 東京都港区元麻布1-3-37-406 132 1.51 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計 － 5,630 63.99 

  平成14年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,582 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成14年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成14年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 580 560 585 570 560 570 

最低（円） 540 470 475 465 485 490 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成13年４月１日から平成13年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日

まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成13年４月１日から平成13年９月30日まで）及び当中間会計期

間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受け

ております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は、当中間連結会計期間末をみなし取得日として大明工機株式会社の全株式を取得し、子会社としたことに伴

い、初めて中間連結財務諸表を作成することとなったため、当中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９

月30日まで）の中間連結財務諸表のうち中間連結貸借対照表のみを作成しております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
当中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   3,175,512  

２．受取手形及び売掛金   17,854,452  

３．たな卸資産   3,942,481  

４．債権売却未収入金等 ※６  1,419,460  

５．その他   2,108,169  

貸倒引当金   －463,631  

流動資産合計   28,036,445 70.4 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物及び構築物 ※２ 2,218,907   

(2)土地 ※２ 5,743,957   

(3)その他  77,432 8,040,297  

２．無形固定資産   48,043  

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※２ 1,144,046   

(2)敷金及び保証金  447,680   

(3)その他  3,464,925   

貸倒引当金  －1,351,344 3,705,307  

固定資産合計   11,793,648 29.6 

資産合計   39,830,094 100.0 

     
 



  
当中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   14,753,277  

２．短期借入金 ※２  10,803,775  

３．未払法人税等   225,300  

４．賞与引当金   405,000  

５．その他 ※５  602,787  

流動負債合計   26,790,141 67.3 

Ⅱ 固定負債     

１．社債   1,000,000  

２．長期借入金 ※２  2,897,439  

３．退職給付引当金   547,799  

４．役員退職慰労引当金   662,251  

５．預り保証金   501,910  

６．連結調整勘定   273,850  

７．その他   706,053  

固定負債合計   6,589,303 16.5 

負債合計   33,379,444 83.8 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   542,528 1.4 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金   5,085,301 12.8 

Ⅳ 土地再評価差額金   341,287 0.8 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  47,099 0.1 

Ⅵ 自己株式   －5 -0.0 

資本合計   6,450,649 16.2 

負債資本合計   39,830,094 100.0 

     



②【中間連結損益計算書】 

 当中間連結会計期間は、中間期末日が子会社株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照表

のみが連結対象であるため中間連結損益計算書は作成しておりません。 

③【中間連結剰余金計算書】 

 当中間連結会計期間は、中間期末日が子会社株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照表

のみが連結対象であるため中間連結剰余金計算書は作成しておりません。 

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 当中間連結会計期間は、中間期末日が子会社株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照表

のみが連結対象であるため中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

 尚、中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成した場合の新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額は

589,686千円、中間連結財務諸表提出会社と連結子会社を合算した中間期末現金及び現金同等物は3,278,262千円

であります。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数      １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 当社は、平成14年7月に大明工機

株式会社の全株式を取得して子会

社とし、当中間連結会計期間より

新たに連結対象といたしました。

なお、平成14年9月30日をみなし取

得日としているため、中間貸借対

照表のみを連結しております。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

 橋本機設株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損益

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

－社 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 

－社 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間連結純

損益及び連結利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中間連結

決算日と一致しております。 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

 ②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ③デリバティブ 

時価法 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

建物(附属設備を除く)…定額法 

その他…定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物…………… ７～50年 

 建物附属設備… ６～18年 

 構築物………… ６～30年 

 ②無形固定資産 

 営業権については、取得後5年間

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 

 ③長期前払費用 

定額法 

 (ハ)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。 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

 (ニ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

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。 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づく当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を計上

しております。 

 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。 

 また、会計基準変更時差異（退職

一時金制度に係る差異245,703千円、

適格退職年金制度に係る差異－

245,703千円）については、5年によ

る按分額を費用処理しております。 

 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。 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づき、中間期末要支

給額の100％を計上しております。 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

 (ホ)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。 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

借入金、預金 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシ

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。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

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。 

 (ト)その他中間連結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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
当中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,522,649千円 

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の担保に

供しております。 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 660,914千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,524,897千円 

短期借入金 100,000千円 

長期借入金 1,950,000千円 

計 2,050,000千円 

 (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。 

建物及び構築物 1,035,907千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 423,279千円 

計 2,199,186千円 

３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金81,496

千円につき、㈱三井住友銀行に債務保証

を行っております。 

４．受取手形割引高及び裏書

譲渡高 

受取手形割引高 7,941,668千円 

受取手形裏書譲渡高 37,729千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※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

る受取手形債権の流動化に伴い保有する

劣後信託受益権（84,147千円）及びファ

クタリング方式による流動化に伴う当該

債権の支払留保未収額（1,335,313千円）

であります。 



（リース取引関係） 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主

側） 

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中間期

末残高相当額 

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産 

(千円) 

 

合計 

(千円)

取得価

額相当

額 

449,435 173,452 622,887

減価償

却累計

額相当

額 

261,518 66,676 328,194

中間期

末残高

相当額 

187,917 106,776 294,693

  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間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。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年以内 114,725千円

１年超 179,968千円

合計 294,693千円

  なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

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。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 58,793千円

減価償却費相

当額 
58,793千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 



（有価証券関係） 

（当中間連結会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、減損処理（28,284千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価とし

て記載しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 858,955 987,131 128,175 

(2)その他 106,548 79,301 －27,247 

合計 965,504 1,066,433 100,928 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 113,653 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 66,759 



（デリバティブ取引関係） 

（当中間連結会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 2,750,000 －19,008 －19,008 

 キャップ取引 700,000 39 －26,855 

 買建 (26,894)   

     

合計 3,450,000 －18,969 －45,863 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） 

 当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業者として、同一セグメントに続する管材類、衛生陶器・金

具類及び住設機器類の仕入、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30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。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

１株当たり純資産額 733円13銭

 中間連結損益計算書を作成して

いないため、１株当たり中間純利

益金額及び、滞在株式調整後１株

当たり中間純利益金額は記載して

おりません。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成13年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成14年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  5,577,583   2,585,826   3,648,370   

２．受取手形 ※６ 8,982,944   4,620,600   7,109,562   

３．売掛金  10,596,293   11,819,337   11,685,292   

４．たな卸資産  4,071,067   3,631,773   3,668,740   

５．債権売却未収入
金等 

※７ －   1,419,460   439,234   

６．その他  1,316,107   2,084,870   800,640   

貸倒引当金  －76,625   －459,147   －72,333   

流動資産合計   30,467,371 76.1  25,702,720 69.1  27,279,507 72.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物 ※２ 2,032,648   1,980,696   2,006,591   

(2)土地 ※２ 5,072,087   5,649,612   5,649,612   

(3)その他  119,889   105,052   113,514   

有形固定資産合
計  7,224,625   7,735,361   7,769,718   

２．無形固定資産  25,134   45,554   48,505   

３．投資その他の資
産           

(1)投資有価証券 ※２ 1,161,830   1,088,745   1,172,389   

(2)敷金及び保証
金  432,429   430,532   430,748   

(3)その他  2,186,921   3,504,886   2,688,451   

貸倒引当金  －1,443,269   －1,294,625   －1,667,861   

投資その他の資
産合計  2,337,911   3,729,539   2,623,728   

固定資産合計   9,587,671 23.9  11,510,455 30.9  10,441,952 27.7 

資産合計   40,055,042 100.0  37,213,175 100.0  37,721,460 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成13年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成14年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※６ 7,055,506   6,807,489   7,459,745   

２．買掛金  6,075,900   6,587,221   6,780,006   

３．短期借入金 ※２ 16,566,000   10,267,000   11,501,500   

４．未払法人税等  192,379   218,501   279,779   

５．賞与引当金  290,000   360,000   290,000   

６．その他 ※５ 411,796   576,915   436,257   

流動負債合計   30,591,582 76.4  24,817,127 66.7  26,747,289 70.9 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  －   1,000,000   －   

２．長期借入金 ※２ 1,334,000   2,623,250   2,257,250   

３．退職給付引当金  487,733   470,816   432,437   

４．役員退職慰労引
当金  634,179   662,251   650,115   

５．預り保証金 ※２ 715,011   501,910   714,132   

６．その他  379,926   687,171   523,353   

固定負債合計   3,550,851 8.8  5,945,398 16.0  4,577,288 12.1 

負債合計   34,142,433 85.2  30,762,526 82.7  31,324,578 83.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成13年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成14年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.3  － －  542,528 1.4 

Ⅱ 資本準備金   434,439 1.1  － －  434,439 1.2 

Ⅲ 利益準備金   75,482 0.2  － －  75,482 0.2 

Ⅳ 再評価差額金   － －  － －  341,287 0.9 

Ⅴ その他の剰余金           

１．任意積立金  4,319,125   －   4,319,125   

２．中間(当期)未処
分利益  428,264   －   588,048   

その他の剰余金合
計   4,747,390 11.9  － －  4,907,174 13.0 

Ⅵ その他有価証券評
価差額金   112,768 0.3  － －  95,976 0.3 

Ⅶ 自己株式   － －  － －  －5 －0.0 

資本合計   5,912,608 14.8  － －  6,396,882 17.0 

           

Ⅰ 資本金   － －  542,528 1.4  － － 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  －   434,439   －   

資本剰余金合計   － －  434,439 1.2  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  －   75,482   －   

２．任意積立金  －   4,473,988   －   

３．中間未処分利益  －   535,830   －   

利益剰余金合計   － －  5,085,301 13.7  － － 

Ⅳ 土地再評価差額金   － －  341,287 0.9  － － 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   － －  47,099 0.1  － － 

Ⅵ 自己株式   － －  －5 －0.0  － － 

資本合計   － －  6,450,649 17.3  － － 

負債資本合計   40,055,042 100.0  37,213,175 100.0  37,721,460 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   37,092,055 100.0  39,478,150 100.0  77,336,246 100.0 

Ⅱ 売上原価   33,833,910 91.2  35,807,830 90.7  70,632,603 91.3 

売上総利益   3,258,144 8.8  3,670,320 9.3  6,703,642 8.7 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費   3,145,863 8.5  3,094,575 7.8  6,434,030 8.3 

営業利益   112,281 0.3  575,745 1.5  269,612 0.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  371,990 1.0  418,028 1.0  765,756 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  239,498 0.6  284,601 0.7  511,824 0.7 

経常利益   244,772 0.7  709,172 1.8  523,544 0.7 

Ⅵ 特別損失 ※３  93,364 0.3  327,942 0.8  72,913 0.1 

税引前中間(当
期)純利益   151,408 0.4  381,229 1.0  450,631 0.6 

法人税、住民
税及び事業税 

※４ 162,000   192,000   370,000   

法人税等調整
額 

※４ －104,495 57,504 0.2 －1,403 190,596 0.5 －173,054 196,945 0.3 

中間（当期）
純利益   93,903 0.2  190,632 0.5  253,686 0.3 

前期繰越利益   334,361   345,197   334,361  

中間(当期)未
処分利益   428,264   535,830   588,048  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

税引前中間(当期）純利益  151,408 381,229 450,631 

減価償却費  44,427 43,037 89,907 

社債発行費償却  － 26,500 － 

貸倒引当金の増加額  86,964 13,578 67,171 

賞与引当金の増加額  － 70,000 － 

退職給付引当金の増加
（減少）額 

 24,048 38,378 －31,247 

役員退職慰労引当金の増
加（減少）額 

 －30,055 12,136 －14,120 

受取利息及び受取配当金  －43,342 －56,223 －88,736 

仕入割引  －200,220 －203,638 －400,798 

支払利息  121,163 99,984 236,395 

手形売却損  40,685 68,699 116,668 

投資有価証券評価損  64,486 27,942 42,215 

有形固定資産売却損益  － － 1,791 

有形固定資産除却損  5,458 － 11,487 

会員権評価損  21,381 － 15,381 

売上債権の減少額  3,166,889 2,554,827 3,727,121 

たな卸資産の減少（増
加）額 

 －302,093 36,967 100,233 

債権売却未収入金等の増
加額 

 － －980,226 － 

仕入債務の減少額  －1,612,948 －841,715 －510,979 

その他  －99,563 －558,947 －473,655 

役員賞与の支払額  －1,600 － －1,600 

小計  1,437,088 732,531 3,337,869 

利息及び配当金の受取額  241,208 262,441 484,757 

利息の支払額  －150,718 -176,061 －335,298 

法人税等の支払額  －5,342 －257,539 －126,236 

法人税等の還付額  24,767 4,260 25,062 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,547,004 565,633 3,386,154 

 



  
前中間会計期間 

(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

定期預金への預入による
支出 

 － －300,000 － 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 －9,991 －8,681 －29,068 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 － － 9,110 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 －27,236 －29,288 －57,172 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 － 450 2,579 

子会社株式取得による支
出 

 － －190,000 － 

貸付けによる支出  －2,616,815 －4,655,528 －6,917,391 

貸付金の回収による収入  2,543,023 3,498,992 7,178,601 

営業権の取得による支出  －4,000 － －4,000 

その他  －1,187 38,215 －25,892 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －116,207 －1,645,839 156,766 

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  －700,000 －900,000 －4,625,000 

長期借入れによる収入  724,000 1,000,000 2,974,000 

長期借入金の返済による
支出 

 －1,007,000 －968,500 －3,473,250 

社債発行による収入  － 1,000,000 － 

社債発行費の支出  － －26,500 － 

自己株式の売却による収
入 

 2,778 － 2,778 

自己株式の取得による支
出 

 －2,514 － －2,514 

配当金の支払額  －58,654 －87,297 －58,654 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －1,041,389 17,702 －5,182,639 

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加
額又は減少額 

 389,407 －1,062,503 －1,639,718 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 5,390,798 3,751,079 5,390,798 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

 5,780,205 2,688,576 3,751,079 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間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） 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

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） 

 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 

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 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)たな卸資産 

商品……総平均法による低価法 

(3)たな卸資産 

同左 

(3)たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

その他 

……定率法 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

その他 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物……………７～50年 

建物附属設備…６～18年 

構築物…………６～30年 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

その他 

……定率法 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

 (2）無形固定資産 

 営業権については、取得後５

年間の均等償却 

 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 

(2）無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

定額法 

 なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

(3)長期前払費用 

定額法 

(3)長期前払費用 

定額法 

 なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

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。 

───── 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、５年による按分額

を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、５年による按分額を

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

５．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 同左 

６．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は、特例

処理を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…借入金、預金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…借入金 

 (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため有効

性の判定を省略しておりま

す。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 

８．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

────── （自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

 当中間期から「自己株式及び法定

準備金の取崩等に関する会計基準」

（企業会計基準第１号）を適用して

おります。これによる当中間期の損

益に与える影響はありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間期における中間貸借

対照表の資本の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

 これに伴い、前中間期において流

動資産「その他」に含めて掲記して

おりました「自己株式」（５千円）

は、当中間期末においては資本に対

する控除項目としております。 

（自己株式） 

 前事業年度末まで流動資産「その

他」に含めて掲記しておりました

「自己株式」（５千円）は、財務諸

表等規則の改正により、資本に対す

る控除項目として資本の部の末尾に

表示しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成13年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成14年９月30日） 

前事業年度末 
（平成14年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,290,623千円 1,376,962千円 1,333,924千円 

※２．担保提供資産 (1)資産のうち次のとおり債務の担

保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物 1,538,989千円

土地 4,192,831千円

計 5,731,820千円

上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

短期借入金 1,041,000千円

長期借入金 709,000千円

計 2,035,654千円

建物 460,995千円

土地 3,833,865千円

計 4,294,860千円

上記に対応する債務 

預り保証金 －千円

短期借入金 100,000千円

長期借入金 1,750,000千円

計 1,850,000千円

建物 1,517,736千円

土地 4,233,865千円

計 5,751,601千円

上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

短期借入金 －千円

長期借入金 1,628,000千円

計 1,913,654千円

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物 －千円

土地 65,175千円

投資有価

証券 
512,778千円

計 577,954千円

建物 1,035,907千円

土地 740,000千円

投資有価

証券 
423,279千円

計 2,199,186千円

建物 －千円

土地 340,000千円

投資有価

証券 
472,452千円

計 812,452千円

 ３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金

90,574千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

81,496千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

86,403千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 ４．受取手形割引高及び裏

書譲渡高 

受取手形割引

高 
13,656,727千円

受取手形裏書

譲渡高 
－千円

受取手形割引

高 
7,550,663千円

受取手形裏書

譲渡高 
1,738千円

受取手形割引

高 
13,249,366千円

受取手形裏書

譲渡高 
7,996千円

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 

※６．中間期末日（期末日）

満期手形の会計処理 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が、中間期末

残高に含まれております。 

──────  期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理しております。 

 なお、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の期末

日満期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

 受取手形 449,671千円

支払手形 619,625千円

割引手形 1,017,430千円

 受取手形 334,020千円

支払手形 837,155千円

割引手形 1,198,966千円

 



項目 
前中間会計期間末 
（平成13年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成14年９月30日） 

前事業年度末 
（平成14年３月31日） 

※７．債権売却未収入金等 ──────  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権

（84,147千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,335,313千

円）であります。 

 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受益権

（40,626千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（398,608千

円）であります。 



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

※１．営業外収益の主

要項目 

受取利息 33,670千円

仕入割引 200,220千円

賃貸収入 92,184千円

支払利息 121,163千円

手形売却損 40,685千円

売上割引 37,144千円

賃貸費用 26,129千円

受取利息 47,572千円

仕入割引 203,638千円

賃貸収入 101,985千円

支払利息 99,984千円

手形売却損 68,699千円

売上割引 59,313千円

賃貸費用 24,834千円

受取利息 71,972千円

仕入割引 400,798千円

賃貸収入 185,138千円

支払利息 236,395千円

手形売却損 116,668千円

売上割引 83,329千円

賃貸費用 52,258千円

※２．営業外費用の主

要項目 

※３．特別損失の主要

項目 

投資有価証券

評価損 
64,486千円

会員権評価損 21,381千円

投資有価証券

評価損 
27,942千円

和解金 300,000千円

投資有価証券

評価損 
42,215千円

  

※４．租税特別措置法

上の諸準備金の

取り扱い 

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当事業年度において予

定している利益処分による

圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

同左 ────── 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 44,427千円 43,037千円 89,907千円 

無形固定資産 615千円 3,046千円 2,606千円 

前中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

  （単位：千円）

 
中間期末

残高 

 左記の内現

金及び現金

同等物 

現金及び預金 5,577,583 5,577,583

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

202,622

 
202,622

現金及び現金

同等物の中間

期末残高 

 

 
5,780,205

  （単位：千円）

 
中間期末

残高 

 左記の内現

金及び現金

同等物 

現金及び預金 2,585,826 2,585,826

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

102,749

 
102,749

現金及び現金

同等物の中間

期末残高 

 

 
2,688,576

  （単位：千円）

 

期末残高 

 左記の内現

金及び現金

同等物 

現金及び預金 3,648,370 3,648,370

流動資産の

「その他」 

（有価証券） 

102,709

 
102,709

現金及び現金

同等物の期末

残高 

 

 
3,751,079



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主

側） 

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中間期

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価

額相当

額 

418,530 87,699 506,229

減価償

却累計

額相当

額 

182,251 31,412 213,664

中間期

末残高

相当額 

236,279 56,286 292,565

 

有形固

定資産

その他 

(千円)

 

無形固

定資産 

(千円)

 
合計 

(千円) 

取得価

額相当

額 

427,750 130,417 558,168

減価償

却累計

額相当

額 

249,214 45,875 295,090

中間期

末残高

相当額 

178,535 84,541 263,077

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産 

(千円) 

 
合計 

(千円) 

取得価

額相当

額 

428,289 127,899 556,188

減価償

却累計

額相当

額 

224,481 45,759 270,240

期末残

高相当

額 

203,808 82,140 285,948

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 105,953千円

１年超 186,612千円

合計 292,565千円

１年以内 101,902千円

１年超 161,174千円

合計 263,077千円

１年以内 107,794千円

１年超 178,154千円

合計 285,948千円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 53,547千円

減価償却費相

当額 
53,547千円

支払リース料 53,450千円

減価償却費相

当額 
53,450千円

支払リース料 110,122千円

減価償却費相

当額 
110,122千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することになりましたので、当中間会計期間に係る「有価証

券」（子会社及び関連会社株式で時価のあるものを除く）に関する注記については、中間連結財務諸表におけ

る注記事項として記載しております。 

（前中間会計期間末）（平成13年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間会計期間において、減損処理（61,376千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記

載しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（前事業年度末）（平成14年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当事業年度において、減損処理（39,105千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載し

ております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 779,202 994,058 214,855 

(2)その他 103,784 84,172 －19,611 

合計 882,986 1,078,231 195,244 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式 11,200 

(2)その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 213,116 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 61,905 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 796,300 1,001,996 205,695 

(2)その他 134,318 93,694 －40,623 

合計 930,619 1,095,691 165,072 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式 11,200 

(2)その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド 114,502 

② 非上場株式（店頭売買株式を除く） 64,905 



（デリバティブ取引関係） 

（前中間会計期間末）（平成13年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（当中間会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することになりましたので、当中間会計期間に係る「デリバテ

ィブ取引」に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

（前事業年度末）（平成14年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（持分法損益等） 

（前中間会計期間）（自平成13年４月１日 至平成13年９月30日） 

 該当事項はありません。 

（前事業年度）（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 該当事項はありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 3,750,000 －48,606 －48,606 

 キャップ取引    

 買建 700,000 246 －26,648 

  (26,894)   

合計 4,450,000 －48,359 －75,254 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 2,750,000 －30,485 －30,485 

 キャップ取引    

 買建 700,000 97 －26,797 

  (26,894)   

合計 3,450,000 －30,388 －57,282 



（１株当たり情報） 

 （注）１．前中間会計期間の１株当たり中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

２．前事業年度及び当中間期の１株当たり情報の計算については、財務諸表等規則の改正により、発行済株式数

から自己株式を控除して計算しております。 

３．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

１株当たり純資産額 671円98銭

１株当たり中間純利益

金額 
10円67銭

１株当たり純資産額 733円13銭

１株当たり中間純利益

金額 
21円66銭

１株当たり純資産額 727円02銭

１株当たり当期純利益

金額 
28円83銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、新

株引受権付社債及び転換社債の発

行が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

り中間純利益金額については、新

株予約権付社債等潜在株式がない

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、新

株引受権付社債及び転換社債の発

行がないため記載しておりませ

ん。 

 （追加情報） 

 当中間会計期間から「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）を適用してい

る。なお、同会計基準及び適用指

針を前中間会計期間及び前事業年

度に適用して算定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなる。 

前中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり

純資産額 

671円98銭 

１株当たり

純資産額 

727円02銭 

１株当たり

中間純利益

金額 

10円67銭 

１株当たり

当期純利益

金額 

28円83銭 

 

 
前中間会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） － 190,632 － 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
－ 190,632 － 

期中平均株式数（株） － 8,798,772 － 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第65期）（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日）平成14年６月28日関東財務局長に提出 

(2)臨時報告書 

 平成14年５月10日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債務者に対する債権につき取立不能又は取引遅延のおそ

れの発生）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成14年10月22日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財務状態及び経営成績に著しい影響を与える

事象の発生）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成14年10月31日関東財務局長に提出 

 平成14年５月10日に、誤って紙面により提出した臨時報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情

報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し、提出した臨時報告書であります。 

 平成14年10月31日関東財務局長に提出 

 平成14年10月22日に、誤って紙面により提出した臨時報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情

報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し、提出した臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

橋本総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１４年

４月１日から平成１４年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表につい

て中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して

分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。 

 中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる

中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則」（平成１１年大蔵省令第２４号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が橋本総業株式会社及び連結子会社の平成１４年９月３０日現在の財

政状態に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が1,044千円減少し、利益剰余金が同額減少している。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

橋本総業株式会社の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（平成１３年

４月１日から平成１３年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が橋本総業株式会社の平成１３年９月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ1,995千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が2,939千円増加したこと等に

より、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ3,085千円増加している。  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

橋本総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの第６６期事業年度の中間会計期間（平成１４年

４月１日から平成１４年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が橋本総業株式会社の平成１４年９月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成１４年４月１日から平成１４年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ1,044千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が995千円減少したこと等によ

り、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ1,044千円減少している。  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第66期事業年度（平成15年３月期）」において、連結財務諸表及び財務諸表の売上高が

12,375千円、経常利益が12,994千円、税金等調整前当期純利益及び税引前当期純利益が12,994千円過大に計上されて

おりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成15年６月27日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報

告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿で付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第66期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 

売上高（千円） － － － － 83,926,197 

経常利益（千円） － － － － 1,432,283 

当期純利益（千円） － － － － 535,954 

純資産額（千円） － － － － 6,799,539 

総資産額（千円） － － － － 38,468,104 

１株当たり純資産額（円） － － － － 772.05 

１株当たり当期純利益（円） － － － － 60.17 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － － － 17.7 

自己資本利益率（％） － － － － 7.9 

株価収益率（倍） － － － － 9.4 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － － 1,801,363 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － － －526,275 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － － －1,934,167 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － － － 3,092,000 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

547 

(74) 



(2)提出会社の経営指標等 

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 

売上高（千円） 70,714,743 71,870,978 76,962,837 77,336,246 82,345,989 

経常利益（千円） 268,128 305,774 609,405 523,544 1,400,009 

当期純利益（千円） 87,063 672,802 245,572 253,686 509,342 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数（株） 5,865,855 5,865,855 5,865,855 8,798,782 8,798,782 

純資産額（千円） 5,098,159 5,579,267 5,961,885 6,396,882 6,777,794 

総資産額（千円） 38,324,784 42,196,964 42,659,216 37,721,460 36,335,332 

１株当たり純資産額 

（円） 
869.12 951.14 1,016.37 727.02 769.69 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

12.00 

(－) 

１株当たり当期純利益 

（円） 
14.84 114.71 41.86 28.83 57.26 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 13.3 13.2 14.0 17.0 18.7 

自己資本利益率（％） 1.7 12.6 4.1 4.0 7.5 

株価収益率（倍） 53.9 6.9 14.1 18.7 9.9 

配当性向（％） 67.4 8.7 23.9 34.7 21.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ －2,656,072 2,370,312 3,386,154 － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ －1,463,834 892,412 156,766 － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ 2,908,624 －703,306 －5,182,639 － 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を記載しております。 

４．第65期は、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

なお、第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

また、第65期より自己株式を資本に対する控除項目としており、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。 

５．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標等は記載しておりません。 

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
4,042,662 2,831,379 5,390,798 3,751,079 － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

503 

(－) 

498 

(－) 

501 

(－) 

511 

(－) 

500 

(74) 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管財、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和52年９月 八王子市元横山町に西関東支店を開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設、これに伴い西関東支店を発展的に解消。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 

平成13年６月 関西支店の事務所を大阪市西区に、また同支店の配送センターを大阪市大正区に移転。 

平成14年７月 大明工機株式会社（現連結子会社）の株式取得。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び連結子会社（大明工機株式会社）の計２社で構成されており、管工機材・住宅設備機器

の販売（卸売）に従事しております。 

 なお、平成14年７月に大明工機株式会社の株式を取得して子会社とし、当連結会計年度より新たに連結対象といた

しました。 

 事業系統図は下記の通りです。 

 部門ごとの主要商品は、次のとおりであります。 

部門 主要商品 

管材 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

継手類 鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節

弁等 

化成品類 
塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン管、塩ビ管用各種継手類、カラーパ

イプ、ＦＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 
便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサーシステム、バス、洗面化粧台、水

栓類、シャワー金具類等 

住宅機器・空

調・その他 

給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ等 

その他 汎用コンピュータシステム、オフコン、パソコン、携帯電話、ファクシミリ等 



 当社グループの品目及び販売経路は次のとおりであります。 

 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．特定子会社に該当する会社はありません。 

品目 販売経路 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

バルブ類 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

大明工機株式会社 

東京都中央区港

１丁目１番16号 
30,000 管工機材の販売 99 

商品の販売及び仕

入 



５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業のみを営む単一セグメントであるため、事業の種類別セグ

メントの記載を行っておりません。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成15年３月31日現在

従業員数（人） 
547 

(74) 

  平成15年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

500 

(74) 
32.9 8.8 4,735 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、製造業を中心とした生産回復への動きを背景に半導体等電子部品な

どの輸出の増加やＩＴ関連を中心とした国内の在庫調整の進展による機械機器の輸入の増加により景気の持ち直

しも期待されたものの、下期は長引く個人消費の低迷、住宅建設・公共工事の減少、高水準の失業率、イラク戦

争等による先行き不透明感が広がり、世界的な株安を招くなど、景気の本格的回復には、なお時間がかかるもの

と思われます。 

 一方、当社グループの関連する建設業界にあたっては、民間住宅投資は雇用、所得環境の悪化から前年比

6.0％の減少、民間非住宅投資も同4.6％の減少が予測されています。また、公共建設投資も同5.7％の減少と予

想され、建設投資全体では、前年比5.9％の減少となり、16年ぶりに60兆円を割る見通しです。 

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは営業収益力と財務体質を強化するため、 

の８つの方針と、 

・商材 「必要な商材を何でも提供できるトータルサプライの実現」 

・物流 「必要な時に必要なモノをお届けするジャストイン物流の強化」 

・情報 「社員やお客様の必要な情報を一人一人に提供できるしくみ作り」 

・支援 「各種セミナーや施工研修等の充実でお客様と共に繁栄するしくみ作り」 

・新規 「新しい分野の開発でマーケット変化に素早く対応」 

の５つの機能強化等に取組んでまいりました。 

 その結果、当連結会計年度より大明工機株式会社を子会社とした連結決算の売上高は、83,926百万円となりま

した。 

 損益面においては、長引く需要の低迷、商品価格の下落等厳しい環境下ではありましたが、上記諸対策及び販

売・仕入価格管理の改善等の営業収益力向上努力により、単体ベースでの利益率も向上し、売上総利益は7,929

百万円となりました。 

 一方、人件費面でのコスト削減が利益改善に結びつき、また、貸倒引当金の引当方法について、得意先ごとに

リスクに見合った引当を実施した結果、販売費及び一般管理費は6,734百万円となり、経常利益は1,432百万円と

なりました。 

 さらに特別損失には、当社売却土地の土壌汚染に対する和解金300百万円、投資有価証券評価損103百万円、投

資有価証券売却損30百万円を計上しました。 

 その結果、当期純利益535百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

① 予算の100％達成 予算＝コミットメント(約束)と考える 

② 営業力の向上 受注先行型営業の実行 

③ 取引先ＣＳ度の向上 地域№１の機能サービスの提供 

④ 取引先サポート能力の向上 取引先の問題解決型企業(ソリューションカンパニー) 

⑤ 新規分野増分の追求 増分10％にチャレンジ 

⑥ 業務見直しによる効率化の追求 生産性の10％向上 

⑦ 社内体制の充実 強い会社へ 

⑧ リスクへの対応 全員で取り組む 



 （部門別状況） 

①管材類 

 国内の公共、民間設備投資は引き続き抑制体状態で、管・継手・バルブの需要規模は低迷、鋼管、塩ビ製品の

値戻しが実施されましたが、工事業者の業績悪化で抵抗が強く浸透までに至らず、全体的には軟調に推移致しま

した。 

 鋼管、鋼管類の樹脂化への移行が顕著に表れ、大きく前年割れになりました。 

 上期に発生した大手流通業者の倒産による、化成品、バルブ、消耗品などの売上増と、仕入原価設定の見直し

により、単体ベースでは売上、利益とも大幅に前年同期を上回ることになり、管材類全体の売上高は31,308百万

円となりました。 

②衛生陶器・金具類 

 首都圏を中心としたマンション・アパート等の集合住宅の需要に支えられている反面、戸建て住宅の新築は一

段と厳しい状況となり、ハウスメーカー等の建築コストダウンの見直しなどで価格面の下落を余儀なくされてお

ります。 

 単体ベースでは主力の衛陶金具は前年を下回り、温水暖房便座は前年横這い、システムトイレ・バスは大幅に

伸長し、全体として29,498百万円となりました。 

③住設・空調機器類・その他 

 エアコン類の市場は夏場の気候の影響と建築着工の減少で前期比２桁に近い落ち込みと価格の下落で厳しい環

境でしたが、主力メーカーとの共同営業活動により売上増となり、換気機器についても空気清浄機の拡販で単体

ベースでは前年並みを確保しました。 

 キッチン・給湯器等の住宅機器につきましては、既築住宅需要（リフォーム）の取り込みと販売店の元請け支

援の為に「リフォームクラブみらい」の支店展開を実施し販売力と需要の物件受注を強化した結果、単体ベース

では前期を上回る実績を確保することができ、住設機器類全体売上高は23,118百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、当連結会

計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は1,801百万円となりました。これは主に受取手形ファクタリングの増加によ

る売上債権（受取手形）の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） 

 投資活動の結果、支出した資金は526百万円となりました。これは子会社大明工機株式会社の株式取得（190百

万円）と得意先に対する貸付の増加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1,934百万円となりました。これは主に短期借入金の減少によるものであり

ます。 

 以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、3,092百万円となりました。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1)仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)販売実績 

 当連結会計年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、「仕入及び販売の状況」については、前年同期との比

較は行っておりません。 

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成

品類、工具関連機材） 

27,847,002 

 衛生陶器・金具類（千円） 26,884,957 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポ

ンプ類、その他） 

21,304,491 

合計（千円） 76,036,451 

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

管材（千円） 

（管類、手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

31,308,709 

 衛生陶器・金具類（千円） 29,498,781 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポ

ンプ類、その他） 

23,118,706 

合計（千円） 83,926,197 



３【対処すべき課題】 

 平成15年度の建設業界は、新規需要で、民間住宅17.4兆円（前年比△2.5%）、民間非住宅8.3兆円（同

1.6%）、公共投資20.0兆円（同△8.3%)が見込まれ、全体では建設投資額（名目値）ベースで54兆円（同△

4.5％）と前年を下回ることが予想されます。(国土交通省公表値より) 

 また既存建築物に対するリフォーム需要は、7.6兆円（同3.2%）と、30年前のオイルショック時の建築物等を

背景に、今後ますます社会的ニーズが高まるものと予想されます。（矢野経済研究所公表資料より当社作成） 

 当社グループの関連する管材、住設、空調機器市場にあっては、下記のような環境変化があり、今後も迅速か

つ柔軟な対応が必要であると考えております。 

 ① 競争激化に伴うメーカー各社及び流通の再編 

 ② 法規制の変化や、高齢化、環境対応等の社会的ニーズの変化に伴う商材の変化 

 ③ 施主たる一般ユーザーの価格、納期、品質等、要求事項の高度化 

 以上の社会的ニーズに対応するため、先行事例であるアメリカの流通業等を参考として、当社として下記の機

能充実に注力すべきと考えております。 

 ① ベストブランドで、商品をフルラインで供給 

 ② ＳＣＭの展開による、ローコストオペレーションの実行 

 ③ 商品の引合から受注、納入、メンテに到る、トータルサービスの実行 

 また上記３点の課題に対処するため、以下に掲げる３つのテーマに長期的かつ積極的に取り組みたいと考えて

おります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

① 設備のプロとしてベストコーディネーター －フルライン、コーディネート、トータルサービス 

② 流通としてベストパートナー －ＣＳの向上、営業力の強化、効率化の追求 

③ 会社としてベストカンパニー －人財作り、財務体質強化、将来分野開拓 

以上を踏まえ、今年度の方針としては、下記の７方針を継続実施して参りたい、と考えております。 

① 予算の100％達成 －予算＝コミットメント（約束）と考える 

② 営業力の強化 －受注先行型営業の実行 

③ 取引先ＣＳ度の向上 －地域ＮＯ．１の機能サービスの提供 

④ 取引先サポート(ＲＳ)能力の向上 －取引先の問題解決 

⑤ 新規分野増分の追求 －増分に積極的にチャレンジ 

⑥ 効率化の追求 －コストダウンと生産性10％向上にチャレンジ 

⑦ リスクへの対応 －想定されるリスクへの対応 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度中において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２【主要な設備の状況】 

(1)提出会社 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において18事業所を運営しております。ま

た、国内に賃貸物件を４物件、厚生施設等を８物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都中央区） 
販売・管理設備 56,989 2,195 

411,000 

(399)
4,080 474,265 

151 

(23) 

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
配送設備 214,593 8,598 

2,723,000 

(8,815)
43,648 2,989,840 

16 

(14) 

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

販売配送設備 753 － － 181 935 
16 

(4) 

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 292 － － 1,216 1,509 

23 

(4) 

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 51,254 760 

63,275 

(2,297)
249 115,539 

16 

(0) 

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

〃 89,397 938 
109,319 

(3,177)
144 199,799 

20 

(2) 

埼玉支店 

（埼玉県久喜市） 
〃 27,909 191 

234,865 

(7,652)
1,288 264,254 

29 

(8) 

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
〃 1,416 935 － 931 3,282 

16 

(1) 

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
〃 28,281 － 

199,590 

(1,818)
869 228,742 

16 

(2) 

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 758 － 

36,064 

(368)
329 37,152 

15 

(2) 

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
〃 65,040 1,423 

25,799 

(985)
－ 92,263 

18 

(1) 

千葉支店 

（千葉県印旛郡白井

町） 

〃 26,174 － 
271,458 

(3,044)
667 298,301 

25 

(2) 

多摩支店 

（東京都立川市） 
〃 170 364 － 350 885 

22 

(4) 

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭和

町） 

〃 2,135 － － 524 2,659 
14 

(2) 

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 3,273 485 － 1,242 5,001 

33 

(2) 

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
〃 43,792 92 

116,008 

(1,633)
113 160,007 

23 

(0) 

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 10,054 327 － 975 11,357 

21 

(1) 

関西支店 

（大阪市西区） 
〃 4,827 － － 479 5,307 

26 

(2) 

営業設備計  627,114 16,313 
4,190,380 

(30,190)
57,295 4,891,103 

500 

(74) 

 



 （注）１．当社は事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．帳簿価額のうち、「その他」は器具備品であり、建設仮勘定を含んでおります。 

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４．賃借設備として、建物13,573㎡、土地36,153㎡を事業に供しております。 

５．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

(2)国内子会社 

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

イトーピア橋本他賃貸

３物件 
－ 1,297,393 5,732 

1,298,000 

(1,576)
301 2,601,427 － 

西武ヴィラ苗場他厚生

施設等７物件 
－ 64,732 － 

150,731 

(1,493)
436 215,901 － 

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ５～６ 61,879 202,074 

倉庫用ラック・積層他 一式 ７ 16,582 43,889 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び構
築物 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

大明工機㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
販売管理設備 195,469 192 

30,118 

(129.55)
581 226,362 

28 

(－) 

同上 
石巻営業所 

(宮城県石巻市) 
販売配送設備 1,136 － 

8,940 

(713.41)
32 10,109 

4 

(－) 

同上 

日南営業所(宮

崎県日南市)他

４営業所 

販売配送設備 6,490 － 
10,329 

(330.00)
551 17,370 

15 

(－) 

名称 台数 リース期間（年） 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・営業所 

コンピューターシステム他 
一式 ５～６ 11,754 25,204 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １株を1.5株に分割 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式140株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に40株含めて記載しております。 

２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成15年３月31日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成15年６月27日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年５月18日 

（注） 
2,932,927 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成15年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
外国法人等
のうち個人 

個人その他 計 

株主数（人） － 13 3 72 － － 342 430 － 

所有株式数

（単元） 
－ 7,386 34 29,050 － － 51,503 87,973 1,482 

所有株式数の

割合（％） 
－ 8.40 0.04 33.02 － － 58.54 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権11個）含ま

れております。 

②【自己株式等】 

  平成15年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,881 21.38 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 491 5.59 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 152 1.73 

鈴木 直美 東京都港区元麻布1-3-37-406 132 1.50 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

計  5,666 64.40 

  平成15年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   100 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,482 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成15年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本

橋小伝馬町9-9 
100 － 100 0.0 

計 － 100 － 100 0.0 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議による自己株式の買付け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のた

めの自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

イ【株式の種類】普通株式 

（イ）【定時総会決議による買受けの状況】 

 （注）１．上記前授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は、2.3％でありま

す。 

２．経営状況を総合的に勘案した結果、上記の未行使割合となりました。 

（ロ）【子会社からの買受けの状況】 

     該当事項はありません。 

（ハ）【再評価差額金による消却のための買受けの状況】 

     該当事項はありません。 

（ニ）【取得自己株式の処理状況】 

     該当事項はありません。 

（ホ）【自己株式の保有状況】 

     該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  平成15年６月26日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

定時株主総会での決議状況 

（平成14年６月27日決議） 
200,000 100,000,000 

前決議期間における取得自己株式 － － 

残存授権株式の総数及び価額の総額 200,000 100,000,000 

未行使割合（％） 100.0 100.0 



３【配当政策】 

 当社は、可能な限り経営効率化により収益力の向上を図り、業績及び財務体質の強化を考慮しつつ、安定的な配

当を行うことを基本方針としております。 

 このような方針に基づき、当期におきましては１株につき12円と決定いたしました。 

 この結果、当期の配当性向は21.0％、株主資本配当率は1.6％となっております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

回次 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 

最高（円） 1,170 930 980 657 680 

最低（円） 520 665 
620 

(590) 
500 465 

月別 平成14年10月 11月 12月 平成15年１月 ２月 ３月 

最高（円） 680 610 590 590 560 605 

最低（円） 510 520 480 520 490 525 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

会長 
 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現） 

748 

代表取締役 

社長 
 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社 

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現） 

1,578 

常務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副本部

長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任

（現） 

113 

常務取締役 営業本部長 衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロック長

就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需分掌

就任（現） 

33 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

関越ブロック

長兼関西ブロ

ック長 

山田 幸一 昭和15年９月１日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和55年２月 第三営業部販売一部長就任 

平成５年６月 取締役新潟支店長兼長野支店長

就任 

平成６年７月 取締役信越ブロック長就任 

平成10年４月 取締役関越ブロック長就任 

平成11年４月 取締役信越ブロック長就任 

平成13年４月 取締役信越ブロック長兼関西ブ

ロック長就任（現） 

25 

取締役 
中部ブロック

長 
佐野 正興 昭和18年７月３日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 西部支店部長就任 

平成７年６月 取締役西部ブロック長就任 

平成13年４月 取締役中部ブロック長就任

（現） 

14 

取締役 営業副本部長 高橋 忠利 昭和18年11月18日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 東関東支店部長就任 

平成７年６月 取締役東関東ブロック長就任 

平成８年４月 取締役北関東ブロック長就任

（現） 

15 

取締役 営業副本部長 田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就任

（現） 

15 

取締役 営業副本部長 鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長兼特

需ブロック長就任（現） 

18 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 
東京ブロック

長 
橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任

（現） 

18 

取締役 
東北ブロック

長 
遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任

（現） 

13 

取締役 
西関東ブロッ

ク長 
野村 和幸 昭和26年９月８日生 

昭和52年３月 当社入社 

平成６年７月 神奈川支店長就任 

平成15年４月 西関東ブロック長就任 

平成15年６月 取締役西関東ブロック長就任

（現） 

１ 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社 

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社 

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現） 

25 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び松村正一は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に

定める社外監査役であります。 

２．取締役辻民雄は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

３．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任 

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現） 

1 

監査役  松村 正一 大正15年１月21日生 

昭和27年４月 株式会社住友銀行入社 

昭和54年５月 同社取締役退任 

昭和56年６月 総合地所株式会社代表取締役就

任 

平成５年１月 ニチハ株式会社監査役（現） 

平成６年６月 明光ナショナル証券株式会社監

査役就任 

平成12年６月 当社監査役就任（現） 

平成13年６月 明光ナショナル証券株式会社監

査役退任 

－ 

   計 2,652 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第65期事業年度（平成13年４月１日から平成14年３月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、

第66期事業年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

(3) 当連結会計年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以

下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について

は、前連結会計年度との対比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第65期事業年度（平成13年４月１日から平成14年３月31日

まで）の財務諸表並びに当連結会計年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）及び第66期事業年度

（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により

監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
当連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   2,989,228  

２．受取手形及び売掛金   17,064,667  

３．有価証券   102,771  

４．たな卸資産   4,019,079  

５．債権売却未収入金等 ※４  1,221,144  

６．繰延税金資産   287,379  

７．その他   953,417  

貸倒引当金   －293,845  

流動資産合計   26,343,843 68.5 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物 ※１ 3,575,605   

減価償却累計額  1,383,269 2,192,336  

(2)機械装置及び運搬具  107,380   

減価償却累計額  85,142 22,238  

(3)土地 
※１ 
※５ 

 5,733,457  

(4)建設仮勘定   8,340  

(5)その他  151,861   

減価償却累計額  101,001 50,859  

有形固定資産合計   8,007,232 20.8 

２．無形固定資産     

(1）営業権   2,400  

(2）ソフトウェア   18,802  

(3）その他   23,890  

無形固定資産合計   45,092 0.1 

 



  
当連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 
※１ 
※６ 

 1,247,362  

(2)長期貸付金   1,234,754  

(3)長期滞留債権 ※８  1,043,424  

(4)保険積立金   802,559  

(5)敷金及び保証金   453,307  

(6)繰延税金資産   42,454  

(7)その他   774,248  

貸倒引当金   －1,526,175  

投資その他の資産合計   4,071,936 10.6 

固定資産合計   12,124,260 31.5 

資産合計   38,468,104 100.0 

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   14,805,835  

２．短期借入金   4,457,000  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,366,554  

４．一年内償還予定の社債   100,000  

５．未払法人税等   380,009  

６．賞与引当金   308,200  

７．その他   537,153  

流動負債合計   21,954,752 57.1 

 



  
当連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定負債     

１．社債   1,900,000  

２．長期借入金 ※１  5,249,803  

３．繰延税金負債   288,019  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※５  235,203  

５．退職給付引当金   558,970  

６．役員退職慰労引当金   678,782  

７．預り保証金   524,061  

８．連結調整勘定   216,889  

９．その他   57,716  

固定負債合計   9,709,447 25.2 

負債合計   31,664,200 82.3 

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   4,364 0.0 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※７  542,528 1.4 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金   5,430,864 14.2 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  38,975 0.1 

Ⅵ 自己株式 ※７  －74 －0.0 

資本合計   6,799,539 17.7 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  38,468,104 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   83,926,197 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  75,996,821 90.6 

売上総利益   7,929,376 9.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．運賃及び荷造費  978,617   

２．貸倒引当金繰入額  135,603   

３．給与手当  2,617,332   

４．賞与引当金繰入額  292,551   

５．退職給付費用  113,131   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 33,290   

７．その他  2,563,914 6,734,441 8.0 

営業利益   1,194,934 1.4 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息及び配当金  104,402   

２．仕入割引  416,619   

３．賃貸収入  207,394   

４．連結調整勘定償却額  54,770   

５．その他  81,645 864,831 1.0 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  207,260   

２．手形売却損  157,786   

３．売上割引  131,987   

４．賃貸費用  50,504   

５．その他  79,943 627,481 0.7 

経常利益   1,432,283 1.7 

Ⅵ 特別損失     

１．和解金  300,000   

２．固定資産除却損  1,987   

３．投資有価証券評価損  103,956   

４．投資有価証券売却損  30,512   

５．会員権評価損  4,900   

６．会員権売却損  3,895 445,251 0.5 

     
 



③【連結剰余金計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

税金等調整前当期純利
益 

  987,032 1.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 537,500   

法人税等調整額  －86,422 451,077 0.6 

当期純利益   535,954 0.6 

     

  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    

資本準備金期首残高  434,439 434,439 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   434,439 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    

連結剰余金期首残高  4,982,656 4,982,656 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  535,954  

２．土地再評価差額金取崩
額 

 241 536,195 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 配当金  87,987 87,987 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,430,864 

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

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 

 987,032 

減価償却費  92,177 

社債発行費償却  50,000 

連結調整勘定償却額  －54,770 

退職給付引当金の増減
額（－は減少） 

 49,550 

役員退職慰労引当金の
増減額（－は減少） 

 28,667 

貸倒引当金の増減額
（－は減少） 

 18,673 

賞与引当金の増減額
（－は減少） 

 －26,800 

受取利息及び配当金  －104,402 

仕入割引  －416,619 

支払利息  207,260 

手形売却損  157,786 

投資有価証券評価損  103,956 

投資有価証券売却損  30,512 

その他の損益項目  10,062 

売上債権の増減額（－ 
は増加） 

 3,184,123 

たな卸資産の増減額
（－は増加） 

 －39,630 

仕入債務の増減額（－
は減少） 

 －785,796 

役員賞与の支払額  －1,870 

その他  －1,406,933 

小計  2,082,978 

利息及び配当金の受取
額 

 525,913 

利息の支払額  －363,459 

法人税等の支払額  －449,859 

法人税等の還付額  5,790 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,801,363 

 



  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

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 

 －265,472 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 21,727 

子会社株式の売却によ
る収入 

 1,900 

新規連結子会社株式取
得による収入 

 399,686 

貸付けによる支出  －9,265,384 

貸付金の回収による収
入 

 8,577,957 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 －36,322 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 10,500 

会員権取得による支出  －3,650 

会員権売却による収入  38,194 

その他  －5,411 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －526,275 

 



  
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

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  －5,621,668 

長期借入による収入  4,050,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 －1,924,688 

長期性預金への預入  －300,000 

社債の発行による収入  2,000,000 

社債発行費の支出  －50,000 

自己株式の取得による
支出 

 －68 

配当金の支払額  －87,741 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －1,934,167 

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 

 －659,079 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,751,079 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 3,092,000 

   



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

 同社は、平成14年７月の株式取得

に伴い、当連結会計年度より新たに

連結対象といたしました。 

 (2)非連結子会社名 

橋本機設株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（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及ぼしていな

いためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

 



 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３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 

(イ)たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

 (ロ)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） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 (ハ)デリバティブ 

時価法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  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   ６年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～17年 

 (ロ)無形固定資産 

 営業権については、取得後5年間の

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 

定額法 

(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。 

 



 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

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 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 なお、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適

格退職年金制度に係る差異△245,703

千円）については、５年による按分額

を費用処理しております。 

 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。 

 (ニ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

 



 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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 

・ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

 ・ヘッジ対象 

借入金、預金 

 (ハ)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

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 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却し

ております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

 



 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

※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ており

ます。 

  

 建物及び構築物 646,014千円 

 土地 3,863,983千円 

計 4,509,997千円 

  

上記に対する債務 

 長期借入金 2,050,000千円 

(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。 

 建物及び構築物 1,024,697千円 

 土地 740,000千円 

 投資有価証券 392,615千円 

計 2,157,313千円 

２．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金77,726千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

３．受取手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 9,453,273千円 

 受取手形裏書譲渡高 24,269千円 

※４．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(82,729千円)及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額(1,138,415千

円)であります。 

 



当連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

※５．土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に

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 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第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 

△189,769千円 

 

※６．非連結子会社の株式 

 非連結子会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

投資有価証券（株式） 11,200千円 

※７．発行済株式数等 

当社の発行済株式総数 

普  通  株  式 8,798,782株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 140株 

※８．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 



（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額33,975千円を売上原

価に算入しております。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15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照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

     

現金及び預金    2,989,228 

有価証券    102,771 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   3,092,000 

 

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の

取得価額と取得による収入(純額)との関係は次

のとおりであります。 

大明工機㈱（平成14年9月30日現在） 

 流動資産 2,344,246千円 

 固定資産 454,310千円 

 流動負債 －1,983,533千円 

 固定負債 －351,172千円 

 連結調整勘定 －273,850千円 

 同社株式の取得価額 190,000千円 

同社の現金及び現金同等物 －589,686千円 

差引：同社取得による収入 399,686千円 



（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  529,420  122,847  723,983 

減価償却

累計額相

当額 

 7,667  301,631  55,320  364,619 

期末残高

相当額 
 64,048  227,788  67,526  359,363 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 128,572千円

１年超 230,790千円

合計 359,363千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 102,481千円

減価償却費相当額 102,481千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、減損処理（103,956千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として

記載しております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 

当連結会計年度（平成15年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
   

株式 261,363 426,794 165,430 

小計 261,363 426,794 165,430 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
   

株式 691,079 624,247 －66,831 

その他 121,616 107,634 －13,981 

小計 812,695 731,881 －80,813 

合計 1,074,058 1,158,675 84,616 

当連結会計年度 
（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

21,727 － 30,512 

 
当連結会計年度（平成15年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 11,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメン

ト・ファンド 
113,501 

②非上場株式（店頭売買

株式を除く） 
66,757 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金、預金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

当連結会計年度（平成15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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
4,000,000 3,000,000 －57,716 －57,716 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894)
－ 0 －26,894 

合計 4,700,000 3,000,000 －57,716 －84,611 



（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、退職一時金制度については、昭和42年10月から適格退職年金制度への移行を段階的に行い、平成元年10

月までに85％移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （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 

 （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。 

  
当連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

  金額（千円） 

 （１）退職給付債務 －1,273,388 

 （２）年金資産 726,644 

 （３）未積立退職給付債務（１）＋（２） －546,744 

 （４）未認識年金資産 －54,613 

 （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 159,340 

 （７）未認識過去勤務債務 22,248 

 

（８）連結貸借対照表計上額純額 

（３）＋（４）＋（５）＋（６）＋

（７） 

－419,768 

 （９）前払年金費用 139,202 

 （10）退職給付引当金（８）－（９） －558,970 

 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 金額（千円） 

退職給付費用 113,131 

（１）勤務費用 85,628 

（２）利息費用 28,634 

（３）期待運用収益（減算） －11,107 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 － 

（５）過去勤務債務の費用処理額 2,472 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 7,505 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （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事業年度から費用処理することとしております。 

 
当連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

（１）割引率 2.0％ 

（２）期待運用収益率 1.5％ 

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（４）過去勤務債務の額の処理年数 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 



（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 38,183千円

賞与引当金限度超過額 108,918千円

貸倒引当金限度超過額 559,441千円

退職給付引当金限度超過額 107,139千円

役員退職慰労引当金限度超過額 288,312千円

投資有価証券評価損 27,011千円

その他 76,968千円

繰延税金資産小計 1,205,976千円

評価性引当額 －15,483千円

 繰延税金資産合計 1,190,492千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,096,033千円

土地再評価差額 －235,203千円

その他有価証券評価差額金 －33,762千円

連結子会社の資産の評価差額 －18,881千円

繰延税金負債合計 －1,383,881千円

繰延税金負債の純額 －193,388千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因となった主要な項目別の

内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.5％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
－0.1％

留保金額に対する税額 2.1％

住民税均等割等 0.7％

評価性引当額 1.6％

税率変更による影響額 －1.2％

連結調整勘定償却額 －2.3％

その他 －0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.7％



当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算（平成16年４月１日以降解消が見込まれる

ものに限る。）に使用した法定実効税率は、42％か

ら40％に変更されました。この変更により、繰延税

金負債の金額（繰延税金資産を控除した金額）が

11,995千円減少し、当連結会計年度に計上された法

人税等調整額が11,995千円、土地再評価差額金が

11,760千円、その他有価証券評価差額金が1,461千

円、それぞれ増加しております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

 当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業者として、同一セグメントに属する管材類、衛生陶器・金

具類及び住設機器類の仕入、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15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。 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15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】 

当連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

１株当たり純資産額 772円05銭

１株当たり当期純利益 60円17銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
当連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当期純利益（千円） 535,954 

普通株主に帰属しない金額（千円） 6,500 

（うち利益処分による役員賞与金） (6,500) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 529,454 

期中平均株式数（株） 8,798,738 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

橋本総業株式会社 第１回無担保社債 
平成14年 

９月30日 
－ 1,000,000 0.60 なし 

平成19年 

９月28日 

橋本総業株式会社 第２回無担保社債(注)１ 
平成15年 

２月19日 
－ 

1,000,000 

(100,000)
0.61 なし 

平成20年 

１月31日 

合計 － － － 
2,000,000 

(100,000)
－ － － 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

100,000 100,000 100,000 100,000 1,600,000 

区分 
当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 4,457,000 1.01 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,366,554 1.49 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,249,803 1.66 平成17年～26年 

その他の有利子負債 371,359 0.03 － 

合計 11,444,717 － － 

 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 1,941,804 803,804 1,701,304 628,804 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成14年３月31日） 
当事業年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   3,648,370   2,576,929  

２．受取手形 ※９  7,109,562   3,755,841  

３．売掛金   11,685,292   12,166,957  

４．有価証券   102,709   102,771  

５．商品   3,668,740   3,741,101  

６．前渡金   9,600   2,920  

７．前払費用   55,947   58,448  

８．繰延税金資産   116,618   271,971  

９．短期貸付金   216,734   545,246  

10．未収入金   266,690   266,220  

11．債権売却未収入金等 ※10  439,234   1,221,144  

12．その他   32,339   50,387  

貸倒引当金   －72,333   －279,087  

流動資産合計   27,279,507 72.3  24,480,853 67.4 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 3,077,142   3,100,772   

減価償却累計額  1,070,550 2,006,591  1,138,475 1,962,297  

(2）構築物  131,542   131,542   

減価償却累計額  99,571 31,970  104,599 26,943  

(3）機械及び装置  94,282   94,282   

減価償却累計額  70,572 23,709  74,759 19,523  

(4）車両運搬具  8,830   9,230   

減価償却累計額  5,606 3,224  6,707 2,522  

(5）器具備品  142,232   145,349   

減価償却累計額  87,623 54,609  95,655 49,693  

(6）土地 
※１ 
※２ 

 5,649,612   5,639,112  

(7）建設仮勘定   －   8,340  

有形固定資産合計   7,769,718 20.6  7,708,432 21.2 

 



  
前事業年度 

（平成14年３月31日） 
当事業年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

２．無形固定資産        

(1）営業権   3,200   2,400  

(2）借地権   4,487   4,487  

(3）ソフトウェア   23,904   18,802  

(4）電話加入権   16,914   16,914  

無形固定資産合計   48,505 0.1  42,603 0.1 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  1,172,389   1,188,895  

(2）関係会社株式   11,200   199,299  

(3）出資金   4,370   4,370  

(4）長期貸付金   862,548   1,221,428  

(5）従業員長期貸付金   10,494   10,936  

(6）長期滞留債権 ※６  1,034,889   1,001,388  

(7）長期前払費用   7,109   7,176  

(8）保険積立金   －   756,457  

(9）敷金及び保証金   430,748   436,260  

(10）会員権   366,008   322,168  

(11）その他   391,831   439,202  

貸倒引当金   －1,667,861   －1,484,139  

投資その他の資産合計   2,623,728 7.0  4,103,443 11.3 

固定資産合計   10,441,952 27.7  11,854,479 32.6 

資産合計   37,721,460 100.0  36,335,332 100.0 

        
 



  
前事業年度 

（平成14年３月31日） 
当事業年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※９  7,459,745   6,929,632  

２．買掛金   6,780,006   6,827,113  

３．短期借入金   9,800,000   4,275,000  

４．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,701,500   1,269,750  

５．一年内償還予定の社債   －   100,000  

６．未払金   155,839   190,885  

７．未払費用   62,585   73,369  

８．未払法人税等   279,779   378,809  

９．未払消費税等   44,303   96,457  

10．前受金   13,122   19,042  

11．預り金   62,041   37,956  

12．前受収益   11,539   2,219  

13．賞与引当金   290,000   280,000  

14．その他   86,824   101,623  

流動負債合計   26,747,289 70.9  20,581,860 56.6 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   －   1,900,000  

２．長期借入金 ※１  2,257,250   4,812,500  

３．繰延税金負債   245,728   269,137  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※２  247,138   235,203  

５．退職給付引当金   432,437   498,275  

６．役員退職慰労引当金   650,115   678,782  

７．預り保証金 ※１  714,132   524,061  

８．その他   30,485   57,716  

固定負債合計   4,577,288 12.1  8,975,678 24.7 

負債合計   31,324,578 83.0  29,557,538 81.3 

 



  
前事業年度 

（平成14年３月31日） 
当事業年度 

（平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  542,528 1.4  － － 

Ⅱ 資本準備金   434,439 1.2  － － 

Ⅲ 利益準備金   75,482 0.2  － － 

Ⅳ 再評価差額金 ※２  341,287 0.9  － － 

Ⅴ その他の剰余金        

１．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  1,619,125   －   

(2）別途積立金  2,700,000 4,319,125  － －  

２．当期未処分利益   588,048   －  

その他の剰余金合計   4,907,174 13.0  － － 

Ⅵ その他有価証券評価差額
金 

  95,976 0.3  － － 

Ⅶ 自己株式   －5 -0.0  － － 

資本合計   6,396,882 17.0  － － 

        

Ⅰ 資本金 ※３  － －  542,528 1.5 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  －   434,439   

資本剰余金合計   － －  434,439 1.2 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  －   75,482   

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  －   1,603,988   

(2）別途積立金  －   2,870,000   

３．当期未処分利益  －   854,781   

利益剰余金合計   － －  5,404,252 14.9 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  － －  352,805 1.0 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  － －  43,842 0.1 

Ⅵ 自己株式 ※５  － －  -74 －0.0 

資本合計   － －  6,777,794 18.7 

負債資本合計   37,721,460 100.0  36,335,332 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   77,336,246 100.0  82,345,989 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  3,768,974   3,668,740   

２．当期商品仕入高  70,532,370   74,754,136   

合計  74,301,344   78,422,877   

３．商品期末たな卸高 ※１ 3,668,740 70,632,603 91.3 3,741,101 74,681,775 90.7 

売上総利益   6,703,642 8.7  7,664,213 9.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  935,710   956,685   

２．支払手数料  170,154   224,215   

３．旅費交通費  165,537   171,699   

４．通信費  157,691   159,702   

５．交際費  64,249   65,777   

６．貸倒引当金繰入額  312,263   135,662   

７．役員報酬  152,634   146,658   

８．給料手当  2,464,170   2,477,748   

９．賞与引当金繰入額  290,000   280,000   

10．退職給付費用  107,668   122,270   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 31,043   33,290   

12．法定福利費及び福利厚
生費 

 582,635   625,408   

13．賃借料  433,962   451,133   

14．事務用消耗品費  128,602   119,894   

15．減価償却費  57,312   57,743   

16．租税公課  70,501   83,824   

17．その他  309,892 6,434,030 8.3 333,643 6,445,358 7.8 

営業利益   269,612 0.4  1,218,854 1.5 

 



  
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  71,972   89,521   

２．受取配当金  16,764   14,679   

３．仕入割引  400,798   416,619   

４．賃貸収入  185,138   207,394   

５．その他  91,082 765,756 1.0 72,775 800,989 1.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  236,395   202,276   

２．手形売却損  116,668   155,421   

３．売上割引  83,329   131,987   

４．賃貸費用  52,258   50,504   

５．その他  23,171 511,824 0.7 79,644 619,833 0.8 

経常利益   523,544 0.7  1,400,009 1.7 

Ⅵ 特別損失        

１．和解金  －   300,000   

２．固定資産売却損 ※２ 1,791   －   

３．固定資産除却損 ※３ 11,487   －   

４．投資有価証券評価損  42,215   103,956   

５．投資有価証券売却損  －   30,512   

６．会員権評価損  15,381   5,150   

７．会員権売却損  2,038 72,913 0.1 3,895 443,513 0.5 

税引前当期純利益   450,631 0.6  956,496 1.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 370,000   539,000   

法人税等調整額  －173,054 196,945 0.3 －91,846 447,153 0.6 

当期純利益   253,686 0.3  509,342 0.6 

前期繰越利益   334,361   345,197  

土地再評価差額金取崩
額 

  －   241  

当期未処分利益   588,048   854,781  

        



③【キャッシュ・フロー計算書】 

 当連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書については、連結キャッシュ・フロー計算書に記載しておりま

す。 

  
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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  450,631 

減価償却費  89,907 

貸倒引当金の増加（減
少）額 

 67,171 

退職給付引当金の減少
（増加）額 

 －31,247 

役員退職慰労引当金の
減少（増加）額 

 －14,120 

受取利息及び受取配当
金 

 －88,736 

仕入割引  －400,798 

支払利息  236,395 

手形売却損  116,668 

有価証券評価損  42,215 

固定資産売却損  1,791 

固定資産除却損  11,487 

会員権評価損  15,381 

売上債権の減少額  3,727,121 

たな卸資産の減少額  100,233 

仕入債務の減少（増
加）額 

 －510,979 

その他  －473,655 

役員賞与の支払額  －1,600 

小計  3,337,869 

利息及び配当金の受取
額 

 484,757 

利息の支払額  －335,298 

法人税等の支払額  －126,236 

法人税等の還付額  25,062 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 3,386,154 

 



  
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

有形固定資産の取得に
よる支出 

 －29,068 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 9,110 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 －57,172 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 2,579 

貸付けによる支出  －6,917,391 

貸付金の回収による収
入 

 7,178,601 

その他  －29,892 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 156,766 

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  －4,625,000 

長期借入による収入  2,974,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 －3,473,250 

自己株式の売却による
収入 

 2,778 

自己株式の取得による
支出 

 －2,514 

配当金の支払額  －58,654 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 －5,182,639 

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 

 －1,639,718 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 5,390,798 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 3,751,079 

   



④【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

  
前事業年度 

（平成14年６月27日） 
当事業年度 

（平成15年６月26日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   588,048  854,781 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 15,136 15,136 15,248 15,248 

合計   603,185  870,029 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  87,987  105,583  

２．役員賞与金  －  5,500  

（うち監査役賞与金）  (－)  (1,200)  

３．固定資産圧縮積立金  －  55,309  

４．別途積立金  170,000 257,987 370,000 536,393 

Ⅳ 次期繰越利益   345,197  333,635 

      



重要な会計方針 

 
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３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……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式 

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 

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産…建物（附属設備を除

く）は定額法、その他の有形固定資

産については定率法によっておりま

す。 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

（1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………７～50年 

 建物附属設備……６～18年 

 構築物……………６～30年 

 （2）無形固定資産……営業権について

は、取得後５年間の均等償却によっ

ております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

（2）無形固定資産 

同左 

 （3）長期前払費用……定額法によってお

ります。 

なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

（3）長期前払費用 

定額法 

５．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。 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 



 
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

(3)退職給付引当金 

同左 

  なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……同左 

・ヘッジ対象……借入金、預金 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 



会計処理の変更 

 
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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。 

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 

 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、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

────── 

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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

────── １．自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 

 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基

準」（企業会計基準第１号）が平成14年４月１日以後

に適用されることになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準によっております。これによる当事業年

度の損益に与える影響は軽微であります。 

 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資本の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

────── ２．１株当たり情報 

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業

会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）が平成14年４月１日以後開始する事業年度に係る

財務諸表から適用されることになったことに伴い、当

事業年度から同会計基準及び適用指針によっておりま

す。なお、これによる影響については、「１株当たり

情報に関する注記」に記載しております。 



表示方法の変更 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

────── 

 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「保険積立金」は総資産額の100分

の１を超えることとなったため、区分掲記することに変

更しました。 

 なお、前事業年度における「保険積立金」の金額は

293,059千円であります。 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

（自己株式） 

 前期末まで流動資産「その他」に含めて掲記してお

りました自己株式は、財務諸表等規則の改正により、

資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示し

ております。 

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成14年３月31日） 

当事業年度 
（平成15年３月31日） 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

建物 1,517,736千円

土地 4,233,865千円

計 5,751,601千円

建物 451,467千円

土地 3,833,865千円

計 4,285,332千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

預り保証金 285,654千円

長期借入金 1,628,000千円

計 1,913,654千円

長期借入金 1,850,000千円

  
  

(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。 

(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。 

土地 340,000千円

投資有価証券 472,452千円

計 812,452千円

  

建物 1,024,697千円

土地 740,000千円

投資有価証券 392,615千円

計 2,157,313千円

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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っております。 

  なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日

改正）に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額

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「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 

  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

  当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 

5,061,186千円 

  当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 

5,649,612千円 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に係る税

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 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

△189,769千円 

※３．授権株式数 19,000,000株

発行済株式総数 8,798,782株

※３．授権株式数 普通株式 19,000,000株

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株

 



前事業年度 
（平成14年３月31日） 

当事業年度 
（平成15年３月31日） 

 ４．      ──────  ４．商法第290条第１項第６号の規定により、配当に充

当することが制限されている金額は、43,842千円

であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法

律第７条の２第１項の規定により、配当に充当す

ることが制限されております。 

※５．      ────── ※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式140株

であります。 

※６．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※６．         同左 

７．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金86,403千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

７．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金77,726千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 ８．受取手形割引高 13,249,366千円  ８．受取手形割引高 9,163,489千円

   受取手形裏書譲渡高 7,996千円    受取手形裏書譲渡高 2,106千円

※９．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形…… 334,020千円 

支払手形…… 837,155千円 

割引手形……1,198,966千円 

※９．      ────── 

※10．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（40,626千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（398,608千円）

であります。 

※10．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（82,729千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（1,138,415 千

円）であります。 



（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 当連結会計年度に係る「キャッシュ・フロー計算書関係」については、連結財務諸表における注記事項として記

載しております。 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額34,690千円を売上原

価に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額33,975千円を売上原

価に算入しております。 

※２．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２．       ────── 

土地 1,791千円  

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３．       ────── 

建物 11,487千円  

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15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掲記さ

れている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

────── 

 

 

期末残高 

 左記の内現金

及び現金同等

物 

現金及び預金  3,648,370  3,648,370 

有価証券  102,709  102,709 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   3,751,079 

 

 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  構築物  器具備品  
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 10,284  418,005  127,899  556,188 

減価償却

累計額相

当額 

 4,328  220,153  45,759  270,240 

期末残高

相当額 
 5,956  197,852  82,140  285,948 

  構築物  器具備品  
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  507,735  79,812  659,263 

減価償却

累計額相

当額 

 7,667  287,220  30,216  325,104 

期末残高

相当額 
 64,048  220,514  49,595  334,158 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 107,794千円

１年超 178,154千円

合計 285,948千円

１年以内 115,749千円

１年超 218,408千円

合計 334,158千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 110,122千円

減価償却費相当額 110,122千円

支払リース料 90,727千円

減価償却費相当額 90,727千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成14年３月31日現在） 

 （注） 当事業年度において、減損処理（39,105千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載し

ております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日） 

３．時価のない主な有価証券の内容（平成14年３月31日現在） 

当事業年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） 

 当連結会計年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。）について

は、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

種類 
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 554,329 798,563 244,233 

その他 － － － 

小計 554,329 798,563 244,233 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
   

株式 241,970 203,433 －38,537 

その他 134,318 93,694 －40,623 

小計 376,289 297,128 －79,161 

合計 930,619 1,095,691 165,072 

売却額（千円） 
売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

102,686 472 － 

 貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 11,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメン

ト・ファンド 
114,502 

②非上場株式（店頭売買

株式を除く） 
64,905 



（デリバティブ取引関係） 

 当連結会計年度に係る「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。 

前事業年度（自 平成13年４月１日  至 平成14年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

２．取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

４．取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

前事業年度（平成14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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
2,750,000 1,000,000 －30,485 －30,485 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894) 
700,000 97 －26,797 

合計 3,450,000 1,700,000 －30,388 －57,282 



（退職給付関係） 

 当連結会計年度に係る「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しておりま

す。 

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、退職一時金制度については、昭和42年10月から適格退職年金制度への移行を段階的に行い、平成元年10

月までに85％移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

  
前事業年度 

（平成14年３月31日） 

  金額（千円） 

 （１）退職給付債務 －1,120,646 

 （２）年金資産 740,523 

 （３）未積立退職給付債務（１）＋（２） －380,123 

 （４）会計基準変更時差異の未処理額 －0 

 （５）未認識数理計算上の差異 46,457 

 （６）未認識過去勤務債務（債務の減額） － 

 
（７）貸借対照表計上額純額 

（３）＋（４）＋（５）＋（６） 
－333,665 

 （８）前払年金費用 98,771 

 （９）退職給付引当金（７）－（８） －432,437 

 
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

 金額（千円） 

退職給付費用 107,668 

（１）勤務費用 83,749 

（２）利息費用 34,525 

（３）期待運用収益（減算） －15,269 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 － 

（５）過去勤務債務の費用処理額 － 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 6 

（７）臨時に支払った割増退職金 4,656 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （注） 数理計算上の差異は、各事業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事業年度から費用処理することとしております。 

 
前事業年度 

（平成14年３月31日） 

（１）割引率（％） 2.5 

（２）期待運用収益率（％） 2.0 

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（４）過去勤務債務の額の処理年数 － 

（５）会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 

（６）数理計算上の差異の処理年数（年）

（注） 
10 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15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 

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 23,501千円

賞与引当金限度超過額 85,422千円

貸倒引当金限度超過額 611,275千円

退職給付引当金限度超過額 53,362千円

役員退職慰労引当金限度超過額 273,048千円

投資有価証券評価損 －千円

会員権評価損 29,839千円

その他 25,450千円

繰延税金資産合計 1,101,899千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,161,509千円

土地再評価差額 －247,138千円

その他有価証券評価差額金 －69,500千円

繰延税金負債合計 －1,478,148千円

繰延税金負債の純額 376,248千円

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 38,183千円

賞与引当金限度超過額 99,272千円

貸倒引当金限度超過額 548,728千円

退職給付引当金限度超過額 85,777千円

役員退職慰労引当金限度超過額 271,512千円

投資有価証券評価損 27,011千円

会員権評価損 20,538千円

その他 42,266千円

繰延税金資産小計 1,133,291千円

評価性引当額 －5,196千円

繰延税金資産合計 1,128,095千円

（繰延税金負債）  

固定資産圧縮積立金 －1,096,033千円

土地再評価差額 －235,203千円

その他有価証券評価差額金 －29,228千円

繰延税金負債合計 －1,360,465千円

繰延税金負債の純額 －232,370千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.4％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
－0.7％

留保金額に対する税額 2.1％

住民税均等割等 1.2％

評価性引当額取崩 －5.6％

その他 －1.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
43.7％

法定実効税率 42.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.1％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
－0.1％

留保金額に対する税額 2.2％

住民税均等割等 0.6％

税率変更による影響額 －1.2％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.7％

  
 ３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（平成16年４月１日以降解消が見込まれるものに限

る。）に使用した法定実効税率は、前期42％から当

期40％に変更されました。この変更により、繰延税

金負債の金額（繰延税金資産を控除した金額）が

11,995千円減少し、当期に計上された法人税等調整

額が11,995千円、土地再評価差額金が11,760千円、

その他有価証券評価差額金が1,461千円、それぞれ増

加しております。 



【関連当事者との取引】 

 当連結会計年度に係る「関連当事者との取引」については、連結財務諸表における注記事項として記載しており

ます。 

前事業年度（自 平成13年４月１日  至 平成14年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．前事業年度の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

２．前事業年度の１株当たり情報の計算については、財務諸表等規則の改正により、発行済株式数から自己株式

を控除して計算しております。 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

１株当たり純資産額 727円02銭

１株当たり当期純利益 28円83銭

１株当たり純資産額 769円69銭

１株当たり当期純利益 57円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないた

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。 

 当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）を適用しております。 

 なお、これによる影響は軽微であります。 

 
前事業年度 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当期純利益（千円） － 509,342 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 5,500 

（うち利益処分による役員賞与金） － (5,500) 

普通株式に係る当期純利益（千円） － 503,842 

期中平均株式数（株） － 8,798,738 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

東陶機器㈱ 409,864 215,588 

ダイキン工業㈱ 74,780 145,746 

住友商事㈱ 214,876 115,388 

㈱みずほフィナンシャルグループ 110 100,968 

積水化学工業㈱ 320,863 89,841 

㈱荏原製作所 153,423 56,152 

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 105 47,250 

㈱キッツ 364,211 46,983 

㈱鶴見製作所 83,474 41,903 

㈱ハーフセンチュリーモア 600 30,000 

その他31銘柄 614,212 180,708 

計 2,236,518 1,070,531 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

有価証券 
その他有

価証券 

大和證券  ダイワＭＭＦ 51,427,816 51,427 

つばさ証券 ダイワＭＭＦ 51,344,021 51,344 

小計 102,771,837 102,771 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 8,926,193 10,729 

ダイワトピックスニュートラル 40,000,000 39,084 

バラエティ・オープン 33,253,109 29,981 

インカムストラテージー 7,700 5,035 

アクティブ・ニッポン 44,275,770 16,643 

日本株スタイル 30,000,000 14,211 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 2,679 

小計 169,112,772 118,363 

計 271,884,609 221,135 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 3,077,142 24,116 486 3,100,772 1,138,475 68,358 1,962,297 

構築物 131,542 － － 131,542 104,599 5,027 26,943 

機械及び装置 94,282 － － 94,282 74,759 4,186 19,523 

車両運搬具 8,830 400 － 9,230 6,707 1,101 2,522 

器具備品 142,232 3,466 350 145,349 95,655 8,364 49,693 

土地 5,649,612 － 10,500 5,639,112 － － 5,639,112 

建設仮勘定 － 8,340 － 8,340 － － 8,340 

有形固定資産計 9,103,643 36,322 11,336 9,128,629 1,420,197 87,038 7,708,432 

無形固定資産        

営業権 － － － 4,000 1,600 800 2,400 

借地権 － － － 4,487 － － 4,487 

ソフトウェア － － － 27,512 8,710 5,102 18,802 

電話加入権 － － － 16,914 － － 16,914 

無形固定資産計 － － － 52,913 10,310 5,902 42,603 

長期前払費用 11,122 6,049 6,011 11,160 3,983 189 7,176 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

 （注） １．当期末における自己株式数は、140株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 542,528 － － 542,528 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

普通株式 （千円） 542,528 － － 542,528 

計 （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

計 （千円） 542,528 － － 542,528 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金） 

株式払込剰余金 （千円） 434,439 － － 434,439 

      

計 （千円） 434,439 － － 434,439 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 75,482 － － 75,482 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）２ 
（千円） 1,619,125 － 15,136 1,603,988 

別途積立金（注）２ （千円） 2,700,000 170,000 － 2,870,000 

計 （千円） 4,394,607 170,000 15,136 4,549,471 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注） 1,740,194 1,763,227 113,229 1,626,964 1,763,227 

賞与引当金 290,000 280,000 290,000 － 280,000 

役員退職慰労引当金 650,115 33,290 4,623 － 678,782 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 929,768 

預金の種類  

当座預金 222,591 

普通預金 314,530 

納税準備預金 40 

自由金利型定期預金 1,110,000 

計 1,647,161 

合計 2,576,929 

相手先 金額（千円） 

サークル機材㈱ 383,814 

㈱福知商会 335,049 

日東鋼管㈱ 202,607 

㈱フジ 171,350 

大谷産業㈱ 153,107 

その他 2,509,911 

合計 3,755,841 

期日 金額（千円） 

平成15年４月満期 497,214 

平成15年５月満期 684,762 

平成15年６月満期 520,565 

平成15年７月満期 1,371,613 

平成15年８月満期 640,443 

平成15年９月以降満期 41,241 

合計 3,755,841 



ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 336,099 

新菱冷熱工業㈱ 299,093 

㈱三晃空調 196,763 

東洋熱工業㈱ 171,149 

㈱トシマ 162,575 

その他 11,001,276 

合計 12,166,957 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

11,685,292 86,671,034 86,189,369 12,166,957 87.6 50.2 

品目 金額（千円） 

管材  

管類 278,221 

継手類 441,782 

バルブ類 475,420 

化成品類 708,084 

工具関連機材 100,375 

小計 2,003,884 

衛生陶器・金具類 1,474,207 

住設機器・空調・その他  

給湯・厨房関連、空調関連 252,332 

ポンプ類 10,677 

小計 263,010 

合計 3,741,101 



② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

ロ 買掛金 

相手先 金額（千円） 

㈱ノーリツ 1,029,589 

住友商事㈱ 1,006,818 

東陶機器㈱ 721,796 

㈱三菱電機ライフファシリティーズ東京 612,533 

荏原テクノサーブ㈱ 515,767 

その他 3,043,126 

合計 6,929,632 

期日 金額（千円） 

平成15年４月満期 1,819,993 

平成15年５月満期 1,709,832 

平成15年６月満期 1,609,082 

平成15年７月満期 1,315,967 

平成15年８月満期 474,755 

合計 6,929,632 

相手先 金額（千円） 

東陶機器㈱ 2,355,322 

積水化学工業㈱ 556,306 

住友商事㈱ 251,503 

㈱キッツ 219,821 

㈱ノーリツ 202,173 

その他 3,241,985 

合計 6,827,113 



ハ 短期借入金 

ニ 社債                   1,900,000千円 

  内訳は⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

ホ 長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 1,100,000 

㈱みずほ銀行 1,000,000 

商工組合中央金庫 1,000,000 

その他 1,175,000 

合計 4,275,000 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 2,000,000 

㈱東京三菱銀行 1,200,000 

住友信託銀行㈱ 800,000 

その他 812,500 

合計 4,812,500 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

株主名簿閉鎖の期間 ────── 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 
 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第65期）（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日）平成14年６月28日関東財務局長に提出 

（2）半期報告書 

 （第66期中）（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日）平成14年12月20日関東財務局長に提出 

（3）臨時報告書 

 平成14年５月10日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債務者に対する債権につき取立不能又は取引遅延のおそ

れの発生）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成14年10月22日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財務状態及び経営成績に著しい影響を与える

事象の発生）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成14年10月31日関東財務局長に提出 

 平成14年５月10日に、誤って紙面より提出した臨時報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報

処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し、提出した臨時報告書であります。 

 平成14年10月31日関東財務局長に提出 

 平成14年10月22日に、誤って紙面により提出した臨時報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情

報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し、提出した臨時報告書であります。 

（4）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成14年６月27日  至 平成14年６月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年７月１日  至 平成14年７月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年８月１日  至 平成14年８月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年９月１日  至 平成14年９月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年10月１日  至 平成14年10月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年11月１日  至 平成14年11月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年12月１日  至 平成14年12月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年１月１日  至 平成15年１月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年２月１日  至 平成15年２月28日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年３月１日  至 平成15年３月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年４月１日  至 平成15年４月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年５月１日  至 平成15年５月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋

本総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋

本総業株式会社及び連結子会社の平成１５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法

人は訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結財務諸表に与える影響としては受取手形

及び売掛金が12,994千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が12,375千

円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ12,994千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 代表取締役社長  橋本 政昭 殿  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋

本総業株式会社の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの第６５期事業年度の訂正報告書の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を

実施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、か

つ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が橋本総業株式会社の平成１４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、損益計算書については売上高が4,839千円増加したこと

等により、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ5,080千円増加している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋

本総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの第６６期事業年度の訂正報告書の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総

業株式会社の平成１５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処

分利益がそれぞれ12,994千円減少している。また、損益計算書については売上高が12,375千円減少したこと等により、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ12,994千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



【表紙】 

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【中間会計期間】 第67期中（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第67期中（平成16年３月期）」において、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の売上高

が11,909千円、経常利益が12,504千円、税金等調整前中間（当期）純利益及び税引前中間（当期）純利益が12,504千

円過大に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき「平成15年12月19日」に提出しました半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、そ

の監査報告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第65期以前は、連結財務諸表等を作成していないため、記載しておりません。 

３．第66期中間連結会計期間は、中間会計期間末が子会社株式のみなし取得日となるために、中間連結貸借対照

表のみ作成しており、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

は作成しておりません。 

  このため、純資産額、総資産額、１株当たり純資産額、自己資本比率及び従業員数のみ記載しております。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期 

会計期間 

自平成13年 
４月１日 
至平成13年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日 

自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日 

売上高（千円） － － 42,145,990 － 83,926,197 

経常利益（千円） － － 547,786 － 1,432,283 

中間（当期）純利益 

（千円） 
－ － 278,593 － 535,954 

純資産額（千円） － 6,450,649 7,215,937 － 6,799,539 

総資産額（千円） － 39,830,094 38,481,817 － 38,468,104 

１株当たり純資産額（円） － 733.13 820.11 － 772.05 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
－ － 31.66 － 60.17 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － 16.2 18.8 － 17.7 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 865,499 － 1,801,363 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － -956,100 － -526,275 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － -196,462 － -1,934,167 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
－ － 2,804,936 － 3,092,000 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

－ 

(－)

  

556 

(－)

  

586 

(88)

  

－ 

(－)

  

547 

(74)

  



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

３．平成13年５月18日付をもって株式１株を1.5株に分割しております。なお、第65期中の１株当たり中間純利

益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。また、第65期より自己株式を資本に対する控除

項目としており、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益の各数値は発行済株式総数から自己株式数を

控除して計算しております。 

４．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標は記載しておりません。 

回次 第65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期 

会計期間 

自平成13年 
４月１日 
至平成13年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日 

自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日 

売上高（千円） 37,092,055 39,478,150 40,914,984 77,336,246 82,345,989 

経常利益（千円） 244,772 709,172 529,539 523,544 1,400,009 

中間（当期）純利益（千

円） 
93,903 190,632 264,016 253,686 509,342 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数(株) 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（千円） 5,912,608 6,450,649 7,175,621 6,396,882 6,777,794 

総資産額（千円） 40,055,042 37,213,175 36,669,053 37,721,460 36,335,332 

１株当たり純資産額（円） 671.98 733.13 815.53 727.02 769.69 

１株当たり中間（当期）純

利益金額（円） 
10.67 21.66 30.00 28.83 57.26 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

（円） 

－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配

当額（円） 
－ － － 10.00 12.00 

自己資本比率（％） 14.8 17.3 19.6 17.0 18.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

1,547,004 565,633 － 3,386,154 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

-116,207 -1,645,839 － 156,766 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

-1,041,389 17,702 － -5,182,639 － 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高（千円） 
5,780,205 2,688,576 － 3,751,079 － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

527 

(－)

  

503 

(－)

  

538 

(87)

  

511 

(－)

  

500 

(74)

  



２【事業の内容】 

  当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の半期中の平均雇用人員であります。            

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業のみを営む単一セグメントであるため、事業の種類別セグ

メントの記載を行っておりません。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の半期中の平均雇用人員であります。            

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業のみを営む単一セグメントであるため、事業の種類別セグ

メントの記載を行っておりません。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成15年９月30日現在

従業員数（人） 
586 

(88) 

  平成15年９月30日現在

従業員数（人） 
538 

(87) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績  

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、冷夏の影響などから消費支出が減少し、一部の業種では回復が鈍

化しているものの、産業全体では企業収益の回復を背景とした民間企業の設備投資とアメリカ経済等に支えられた

輸出を中心に持ち直しつつあります。 

 一方、当社グループの関連する建設業界にあっては民間住宅投資が前年比0.2％増と４年ぶりの増加が見込まれ

るものの、民間非住宅は企業の設備投資が緩やかな回復へ向かうと見込まれることから、同1.1％減と予測され、

公共建設投資は地方単独事業費が減少することから、同8.8％減と予測され、建設投資全体では同4.1％減の54兆円

となる見通しです。 

  

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは営業収益力と財務体質を強化するため、 

  ① 予算の100％達成         － 予算＝コミットメント(約束)として取り組む 

  ② 営業力の向上          － 受注先行型営業の実行 

  ③ 取引先ＣＳ度の向上       － 地域№１の機能サービスの提供 

  ④ 取引先サポート能力(ＲＳ)の向上 － 取引先増分へのチャレンジ 

  ⑤ 新規分野増分の追求       － 新規の商材分野に積極的に取り組む 

  ⑥ 効率化の追求          － 常に改善に努力し、改善を風土とする 

  ⑦ リスクへの対応         － リスクへの対応、追求でリスクをチャンスに変える 

の７つの方針に取り組み、受注の増強・経営の効率化を推進してまいりました。 

  

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は42,145百万円となりました。 

 売上総利益につきましては3,998百万円となりましたが、橋本総業単体での利益率は仕入単価が上昇し、0.1ポイ

ント低下しました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、人員増及び物流委託費、ファクタリング関連費用等の増加に伴い、主に

人件費、運賃、手数料が膨らんだことから、経常利益は547百万円に止まりました。中間純利益につきましては、

特別利益にゴルフ会員権売却益16百万円、特別損失にゴルフ会員権評価損13百万円を計上した結果、278百万円と

なりました。 

  

 部門別状況は以下の通りです。 

 中間連結財務諸表は前中間連結会計年度より作成しておりますが、前中間連結会計期間末が子会社株式のみなし

取得日となるため、中間連結貸借対照表のみ作成しており、中間連結損益計算書は作成しておりません。このため

前年同期比の記載は行っておりません。 

 参考として単体ベースの前年同期比を記載しております。 

  

①管材類 

 国内の公共、民間設備投資は引き続き低迷状態でありましたが、集合住宅、戸建住宅向けの樹脂配管、部材等が

大幅伸長し、４月からの水道法の改定（「鉛水質基準改定に伴う、銅合金の鉛レス製品への移行」）による仮儒の

発生により、給水用銅合金製品の売上が増大しました。また、各配送センターの在庫アイテム、仮想在庫の拡大に

よる即納体制の強化と上水関連販売先の販路開拓を行った結果、単体ベースの売上高は14,836百万円（前年同期比

3.7％増）と、前年同期を上回り、子会社の大明工機株式会社を含めた当部門全体の売上高は16,067百万円となり

ました。 



②衛生陶器・金具類 

 建設業界は東京を中心としたマンション、アパート等の集合住宅とリフォーム需要に支えられているものの、公

共投資の削減等により全体としての需要が落ち込んでいることから受注競争・価格競争の激化が一層進行しており

ます。そのような環境下、ストック需要（リフォーム）の取り込みのため、「リフォームクラブみらい」の活動と

トイレ、バス、キッチン等のシステム化商品の販売を強化した結果、単体ベースでは、前年同期を大幅に上回る業

績を確保することができ、当部門全体の売上高は15,258百万円（前年同期比6.4％増）となりました。 

  

③住設・空調機器類・その他 

 住設部門は、キッチン、給湯機等の取替需要（リフォーム）の取り込みと施工力の強化により、前年同期比を大

幅に上回る実績を確保することができましたが、空調部門のエアコン類が冷夏の影響を受け大幅ダウンしたことか

ら、単体ベースでは前年とほぼ横這いとなり、当部門全体の売上高は10,819百万円（前年同期比0.1％減）となり

ました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次の通りであります。なお、当中

間連結会計期間より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較は行っておりませ

ん。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は865百万円となりました。これは主に売上債権及び棚卸資産の減少によるも

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、使用した資金は△956百万円となりました。これは主に貸付金による支出によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は△196百万円となりました。これは主に短期借入金の返済及び配当金の支払

いによるものです。 

  

以上により、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,804百万円となりました。 

  



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前中間連結会計期間は、中間連結損益計算書を作成しておりません。このため前年同期比の記載は行ってお

りません。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前中間連結会計期間は、中間連結損益計算書を作成しておりません。このため前年同期比の記載は行ってお

りません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

管材（千円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

14,318,383 

衛生陶器・金具類（千円） 13,678,320 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

9,931,264 

合計（千円） 37,927,968 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

管材（千円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

16,067,634 

衛生陶器・金具類（千円） 15,258,778 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポン

プ類、その他） 

10,819,577 

合計（千円） 42,145,990 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成15年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成15年12月19日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年４月１日～

平成15年９月30日 
－ 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成15年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,881 21.38 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 420 4.78 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 171 1.95 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計 － 5,481 62.30 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成15年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     100 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,482 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成15年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本橋小

伝馬町9-9 
100 － 100 0.00 

計 － 100 － 100 0.00 

月別 平成15年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 593 615 640 660 650 680 

最低（円） 550 560 580 580 600 605 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

 又、前中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）は、前中間連結会計期間末が子会社株式

のみなし取得日となるため、中間連結貸借対照表のみ作成しており、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及

び中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成をしておりません。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30

日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   3,175,512   2,702,144   2,989,228  

２．受取手形及び売掛
金   17,854,452   16,004,421   17,064,667  

３．たな卸資産   3,942,481   3,800,025   4,019,079  

４．債権売却未収入金
等 

※６  1,419,460   1,556,113   1,221,144  

５．その他   2,108,169   2,106,187   1,343,568  

貸倒引当金   －463,631   -366,363   -293,845  

流動資産合計   28,036,445 70.4  25,802,530 67.1  26,343,843 68.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 2,218,907   2,200,345   2,192,336   

(2）土地 ※２ 5,743,957   5,733,457   5,733,457   

(3）その他  77,432 8,040,297  80,002 8,013,804  81,438 8,007,232  

２．無形固定資産   48,043   42,141   45,092  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,144,046   1,796,459   1,247,362   

(2）敷金及び保証金  447,680   449,049   453,307   

(3）その他  3,464,925   3,834,797   3,897,441   

貸倒引当金  －1,351,344 3,705,307  -1,456,964 4,623,340  -1,526,175 4,071,936  

固定資産合計   11,793,648 29.6  12,679,287 32.9  12,124,260 31.5 

資産合計   39,830,094 100.0  38,481,817 100.0  38,468,104 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   14,753,277   14,557,958   14,805,835  

２．短期借入金 ※２  10,803,775   5,885,119   5,823,554  

３．一年内償還社債    －   300,000   100,000  

４．未払法人税等   225,300   289,065   380,009  

５．賞与引当金   405,000   320,078   308,200  

６．その他 ※５  602,787   430,924   537,153  

流動負債合計   26,790,141 67.3  21,783,146 56.6  21,954,752 57.1 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   1,000,000   2,650,000   1,900,000  

２．長期借入金 ※２  2,897,439   4,172,167   5,249,803  

３．退職給付引当金   547,799   594,215   558,970  

４．役員退職慰労引当
金   662,251   692,964   678,782  

５．預り保証金   501,910   490,461   524,061  

６．連結調整勘定   273,850   189,895   216,889  

７．その他   706,053   689,019   580,940  

固定負債合計   6,589,303 16.5  9,478,723 24.6  9,709,447 25.2 

負債合計   33,379,444 83.8  31,261,869 81.2  31,664,200 82.3 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  4,010 0.0  4,364 0.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.4  542,528 1.4  542,528 1.4 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1  434,439 1.1  434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金   5,085,301 12.8  5,597,383 14.6  5,430,864 14.2 

Ⅳ 土地再評価差額金   341,287 0.8  352,805 0.9  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   47,099 0.1  288,854 0.8  38,975 0.1 

Ⅵ 自己株式   －5 －0.0  -74 -0.0  -74 -0.0 

資本合計   6,450,649 16.2  7,215,937 18.8  6,799,539 17.7 

負債、少数株主持分
及び資本合計   39,830,094 100.0  38,481,817 100.0  38,468,104 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   42,145,990 100.0  83,926,197 100.0 

Ⅱ 売上原価   38,147,022 90.5  75,996,821 90.6 

売上総利益   3,998,968 9.5  7,929,376 9.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,635,578 8.6  6,734,441 8.0 

営業利益   363,389 0.9  1,194,934 1.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  55,138   89,539   

２．受取配当金  11,708   14,862   

３．仕入割引  203,862   416,619   

４．賃貸収入  98,769   207,394   

５．デリバティブ評価益  94,567   －   

６．その他  59,364 523,412 1.2 136,415 864,831 1.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  117,617   207,260   

２．手形売却損  81,723   157,786   

３．売上割引  68,563   131,987   

４．その他  71,111 339,015 0.8 130,448 627,481 0.7 

経常利益   547,786 1.3  1,432,283 1.7 

Ⅵ 特別利益        

１．会員権売却益  16,885   － －  

２．その他  2,724 19,610 0.0 － － －

Ⅶ 特別損失        

１．会員権評価損  13,000   4,900   

２．その他  － 13,000 0.0 440,351 445,251 0.5

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  554,396 1.3  987,032 1.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 260,600   537,500   

法人税等調整額  15,372 275,972 0.6 -86,422 451,077 0.6 

少数株主利益（－）又
は少数株主損失 

  169 0.0  － － 

中間（当期）純利益   278,593 0.7  535,954 0.6 

        



③【中間連結剰余金計算書】 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高  434,439 － －

資本準備金期首残高  － 434,439 434,439

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  434,439  434,439 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,430,864 － －

連結剰余金期首残高    － 4,982,656 4,982,656 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  278,593  535,954  

２．土地再評価差額金取崩
額 

 － 278,593 241 536,195 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  105,583  87,987  

２．役員賞与  6,490 112,073 － 87,987

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  5,597,383  5,430,864 

      



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 

   

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 554,396 987,032 

減価償却費  52,805 92,177 

社債発行費償却  26,000 50,000 

連結調整勘定償却額  -27,111 -54,770 

退職給付引当金の増減
額（－は減少） 

 35,244 49,550 

役員退職慰労引当金の
増減額（－は減少） 

 14,182 28,667 

貸倒引当金の増減額
（－は減少） 

 3,307 18,673 

賞与引当金の増減額
（－は減少） 

 11,878 -26,800 

受取利息及び受取配当
金 

 -66,847 -104,402 

仕入割引  -203,862 -416,619 

支払利息  117,617 207,260 

手形売却損  81,723 157,786 

投資有価証券評価損  － 103,956 

デリバティブ評価損益
（－は評価益） 

 -94,567 － 

その他損益項目  -6,413 40,574 

売上債権の増減額（－
は増加） 

 1,067,938 3,184,123 

たな卸資産の増減額
（－は増加） 

 219,053 -39,630 

仕入債務の増減額（－
は減少） 

 -247,664 -785,796 

役員賞与の支払額  -6,490 -1,870 

その他  -380,174 -1,406,933 

小計  1,151,014 2,082,978 

利息及び配当金の受取
額 

 270,683 525,913 

利息の支払額  -204,655 -363,459 

法人税等の支払額  -379,456 -449,859 

法人税等の還付額  27,913 5,790 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 865,499 1,801,363 

 



  
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 

   

投資有価証券の取得に
よる支出 

 -189,290 -265,472 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 46,698 21,727 

子会社株式の取得によ
る支出 

 -95 － 

子会社株式の売却によ
る収入 

 － 1,900 

新規連結子会社株式取
得による収入 

 － 399,686 

貸付けによる支出  -4,913,694 -9,265,384 

貸付金の回収による収
入 

 4,124,014 8,577,957 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 -59,378 -36,322 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － 10,500 

会員権取得による支出  － -3,650 

会員権売却による収入  31,385 38,194 

その他  4,258 -5,411 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 -956,100 -526,275 

 



  
当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  -192,000 -5,621,668 

長期借入れによる収入  475,000 3,750,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 -1,299,070 -1,924,688 

社債の発行による収入  1,000,000 2,000,000 

社債の償還による支出  -50,000 － 

社債発行費の支出  -26,000 -50,000 

自己株式の取得による
支出 

 － -68 

配当金の支払額  -104,391 -87,741 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 -196,462 -1,934,167 

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 

 -287,063 -659,079 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,092,000 3,751,079 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※１ 2,804,936 3,092,000 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月30日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 当社は、平成14年7月に大

明工機株式会社の全株式を

取得して子会社とし、当中

間連結会計期間より新たに

連結対象といたしました。

なお、平成14年9月30日をみ

なし取得日としているた

め、中間貸借対照表のみを

連結しております。 

(1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

  

(1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 当社は、平成14年7月の株

式の取得に伴い、当連結会

計年度より新たに連結対象

といたしました。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

 橋本機設株式会社 

（連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

(2) 非連結子会社名 

 橋本機設株式会社 

  

（連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(2) 非連結子会社名 

 橋本機設株式会社 

  

（連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためで

あります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間

連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①たな卸資産 ①たな卸資産 ①たな卸資産 

 商品 

 主として総平均法による

低価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月30日) 

 ②有価証券 ②有価証券 ②有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市

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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

時価のないもの 

同左 

 ③デリバティブ 

時価法 

③デリバティブ 

同左 

③デリバティブ 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 建物（附属設備を除く) 

…定額法 

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 但し、連結子会社は定率法   

 その他…定率法 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物……………  

７～50年 

 建物附属設備…  

６～18年 

 構築物…………  

６～30年 

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……   

６～50年 

 機械装置及び運搬具…  

４～17年 

  

  

  

  

  

  

  

 ②無形固定資産 

 営業権については、取得

後5年間の均等償却 

 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 

②無形固定資産 

同左 

  

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 

③長期前払費用 

同左 

 (ハ）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。 

(ハ）繰延資産の処理方法 

同左 

(ハ）繰延資産の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月30日) 

 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間連結会計期間負担額を計上し

ております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当連

結会計期間負担額を計上してお

ります。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

 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。 

 また、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、5年による按分額

を費用処理しております。 

 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。 

③退職給付引当金 

同左 

  

  

  

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上しておりま

す。 

 

同左 

  

  

  

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上してお

ります。 

 (ホ）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。 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月30日) 

 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

同左 

  

同左 

  

 ヘッジ対象 

借入金、預金 

  

  

  

  

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

───── 

  

  

  

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,522,649千円 1,622,219千円 1,569,413千円 

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物及び構築

物 
660,914千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,524,897千円 

建物及び構築

物 
632,375千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,496,358千円 

建物及び構築

物 
646,014千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,509,997千円 

 上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 短期借入金 100,000千円 

長期借入金 1,950,000千円 

計 2,050,000千円 

短期借入金 200,000千円 

長期借入金 1,850,000千円 

計 2,050,000千円 

短期借入金 －千円 

長期借入金 2,050,000千円 

計 2,050,000千円 

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物及び構築

物 
1,035,907千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 423,279千円 

計 2,199,186千円 

建物及び構築

物 
1,013,487千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 592,691千円 

計 2,346,178千円 

建物及び構築

物 
1,024,697千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 392,615千円 

計 2,157,313千円 

３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金

81,496千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

72,384千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

77,726千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

４．受取手形割引高及び裏書

譲渡高 

受取手形割引高 7,941,668千円 

受取手形裏書譲

渡高 
37,729千円 

受取手形割引高 7,546,403千円 

受取手形裏書譲

渡高 
7,855千円 

受取手形割引高 9,453,273千円 

受取手形裏書譲

渡高 
24,269千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ───── 

※６．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権

（84,147千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,335,313千

円）であります。 

 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受益権

（292,815千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,263,298 

千円）であります。 

 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受益権

（82,729千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,138,415 

千円）であります。 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

───── ※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 547,309千円 

貸倒引当金繰入

額 
8,347

 

給与手当 1,250,416 

賞与引当金繰入

額 
300,000

 

退職給付費用 69,125 

役員退職慰労引

当金繰入額 

24,498 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 978,617千円 

貸倒引当金繰入

額 
135,603

 

給与手当 2,617,332 

賞与引当金繰入

額 
292,551

 

退職給付費用 113,131 

役員退職慰労引

当金繰入額 

33,290 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

──────  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び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15年９月30日現在

（単位：千円）

現金及び預金  2,702,144

有価証券  102,791

現金及び現金同等物  2,804,936

平成15年３月31日現在

（単位：千円）

現金及び預金  2,989,228

有価証券  102,771

現金及び現金同等物  3,092,000



（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

（借主側） 

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中間期

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 

有形固 

定資産 

その他 

(千円) 

 

無形固 

定資産 

(千円) 

 

合計 

(千円)

取得価額

相当額 
449,435 173,452 622,887

       

減価償却

累計額相

当額 

261,518 66,676 328,194

       

中間期末

残高相当

額 

187,917 106,776 294,693

 

有形固

定資産

その他

(千円)

 

無形固

定資産

(千円)

 

合計 

(千円)

取得価額

相当額 
579,591 138,689 718,281

       

減価償却

累計額相

当額 

310,643 68,059 378,703

       

中間期末

残高相当

額 

268,947 70,630 339,578

 

有形固

定資産

その他 

(千円) 

 

無形固

定資産

(千円)

 

合計 

(千円)

取得価額

相当額 
601,135 122,847 723,983

       

減価償却

累計額相

当額 

309,298 55,320 364,619

       

期末残高

相当額 
291,836 67,526 359,363

  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間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  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 114,725千円 

１年超 179,968千円 

合計 294,693千円 

１年以内 126,767千円 

１年超 212,810千円 

合計 339,578千円 

１年以内 128,572千円 

１年超 230,790千円 

合計 359,363千円 

  なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

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  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 58,793千円 

減価償却費相当

額 
58,793千円 

支払リース料 70,339千円 

減価償却費相当

額 
70,339千円 

支払リース料 102,481千円 

減価償却費相当

額 
102,481千円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、減損処理（28,284千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価とし

て記載しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間連結会計期間末）（平成15年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 858,955 987,131 128,175 

(2）その他 106,548 79,301 -27,247 

合計 965,504 1,066,433 100,928 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

(1）マネー・マネージメント・ファンド 113,653 

(2）非上場株式（店頭売買株式を除く） 66,759 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 984,927 1,495,748 510,821 

(2）その他 230,158 221,507 -8,651 

合計 1,215,086 1,717,256 502,169 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 112,745 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 69,249 



（前連結会計年度末）（平成15年３月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 952,442 1,051,041 98,598 

(2）その他 121,616 107,634 -13,981 

合計 1,074,058 1,158,675 84,616 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券   

①マネー・マネージメント・ファンド 113,501 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 66,757 



（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成14年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（当中間連結会計期間末）（平成15年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（前連結会計年度末）（平成15年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 2,750,000 -19,008 -19,008 

 キャップ取引       

 買建 700,000 39 -26,855 

  (26,894)   

合計 3,450,000 -18,969 -45,863 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 5,000,000 36,851 36,851 

 キャップ取引       

 買建 700,000 0 -26,894 

  (26,894)   

合計 5,700,000 36,851 9,956 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 4,000,000 -57,716 -57,716 

 キャップ取引       

 買建 700,000 0 -26,894 

  (26,894)   

合計 4,700,000 -57,716 -84,611 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成15年

４月１日 至 平成15年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）に

おいて、当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業者として、同一セグメントに属する管材類、衛生陶

器・金具類及び住設機器類の仕入、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はあ

りません。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成15年

４月１日 至 平成15年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）に

おいて、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。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成15年

４月１日 至 平成15年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）に

おいて、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

733円13銭

－

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

820円11銭

31円66銭

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益

金額 

772円05銭

60円17銭

 中間連結損益計算書を作成して

いないため、１株当たり中間純利

益金額及び、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額は記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間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。 

   

  
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

中間（当期）純利益 

（千円） 
－  278,593  535,954  

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－  －  6,500  

（うち利益処分による役員

賞与金）（千円） 
(－) (－) (6,500）

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
－  278,593  529,454  

期中平均株式数（株） －  8,798,642  8,798,738  



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,585,826   2,337,643   2,576,929   

２．受取手形   4,620,600   3,042,080   3,755,841   

３．売掛金  11,819,337   12,120,040   12,166,957   

４．たな卸資産  3,631,773   3,451,403   3,741,101   

５．債権売却未収入
金等 

※６ 1,419,460   1,556,113   1,221,144   

６．その他  2,084,870   2,092,589   1,297,966   

貸倒引当金  －459,147   -353,409   -279,087   

流動資産合計   25,702,720 69.1  24,246,462 66.1  24,480,853 67.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,980,696   1,952,017   1,962,297   

(2）土地 ※２ 5,649,612   5,639,112   5,639,112   

(3）その他  105,052   128,769   107,022   

有形固定資産合
計  7,735,361   7,719,900   7,708,432   

２．無形固定資産  45,554   39,652   42,603   

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,088,745   1,744,108   1,188,895   

(2）敷金及び保証
金  430,532   435,117   436,260   

(3）その他  3,504,886   3,900,086   3,962,428   

貸倒引当金  －1,294,625   -1,416,273   -1,484,139   

投資その他の資
産合計  3,729,539   4,663,038   4,103,443   

固定資産合計   11,510,455 30.9  12,422,590 33.9  11,854,479 32.6 

資産合計   37,213,175 100.0  36,669,053 100.0  36,335,332 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   6,807,489   6,934,439   6,929,632   

２．買掛金  6,587,221   6,767,406   6,827,113   

３．短期借入金 ※２ 10,267,000   5,598,250   5,544,750   

４．一年内償還社債  －   300,000   100,000   

５．未払法人税等  218,501   284,097   378,809   

６．賞与引当金  360,000   300,000   280,000   

７．その他 ※５ 576,915   420,812   521,555   

流動負債合計   24,817,127 66.7  20,605,006 56.2  20,581,860 56.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  1,000,000   2,650,000   1,900,000   

２．長期借入金 ※２ 2,623,250   3,850,000   4,812,500   

３．退職給付引当金  470,816   534,862   498,275   

４．役員退職慰労引
当金  662,251   692,964   678,782   

５．預り保証金   501,910   490,461   524,061   

６．その他  687,171   670,137   562,058   

固定負債合計   5,945,398 16.0  8,888,425 24.2  8,975,678 24.7 

負債合計   30,762,526 82.7  29,493,431 80.4  29,557,538 81.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.4  542,528 1.5  542,528 1.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  434,439   434,439   434,439   

資本剰余金合計   434,439 1.2  434,439 1.2  434,439 1.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  75,482   75,482   75,482   

２．任意積立金  4,473,988   4,884,050   4,473,988   

３．中間（当期）未
処分利益  535,830   597,652   854,781   

利益剰余金合計   5,085,301 13.7  5,557,185 15.2  5,404,252 14.9 

Ⅳ 土地再評価差額金   341,287 0.9  352,805 0.9  352,805 1.0 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   47,099 0.1  288,736 0.8  43,842 0.1 

Ⅵ 自己株式   －5 －0.0  -74 -0.0  -74 -0.0 

資本合計   6,450,649 17.3  7,175,621 19.6  6,777,794 18.7 

負債資本合計   37,213,175 100.0  36,669,053 100.0  36,335,332 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   39,478,150 100.0  40,914,984 100.0  82,345,989 100.0 

Ⅱ 売上原価   35,807,830 90.7  37,160,747 90.8  74,681,775 90.7 

売上総利益   3,670,320 9.3  3,754,236 9.2  7,664,213 9.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   3,094,575 7.8  3,381,597 8.3  6,445,358 7.8 

営業利益   575,745 1.5  372,639 0.9  1,218,854 1.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  418,028 1.0  488,522 1.2  800,989 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  284,601 0.7  331,622 0.8  619,833 0.8 

経常利益   709,172 1.8  529,539 1.3  1,400,009 1.7 

Ⅵ 特別利益    － －  16,885 0.0  － － 

Ⅶ 特別損失 ※３  327,942 0.8  13,000 0.0  443,513 0.5 

税引前中間（当
期）純利益   381,229 1.0  533,425 1.3  956,496 1.2 

法人税、住民税
及び事業税 

※４ 192,000   260,000   539,000   

法人税等調整額 ※４ －1,403 190,596 0.5 9,408 269,408 0.7 -91,846 447,153 0.6 

中間（当期）純
利益   190,632 0.5  264,016 0.6  509,342 0.6 

前期繰越利益   345,197   333,635   345,197  

土地再評価差額
金取崩額 

    －     －     241   

中間（当期）未
処分利益   535,830   597,652   854,781  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日)

 

区分 
注記
番号 

金額（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   

税引前中間純利益  381,229  

減価償却費  43,037  

社債発行費償却  26,500  

貸倒引当金の増加額  13,578  

賞与引当金の増加額  70,000  

退職給付引当金の増加額  38,378  

役員退職慰労引当金の増加
額 

 12,136  

受取利息及び受取配当金  －56,223  

仕入割引  －203,638  

支払利息  99,984  

手形売却損  68,699  

投資有価証券評価損  27,942  

売上債権の減少額  2,554,827  

たな卸資産の減少額  36,967  

債権売却未収入金等の増加
額 

 －980,226  

仕入債務の減少額  －841,715  

その他  －558,947  

小計  732,531  

利息及び配当金の受取額  262,441  

利息の支払額  －176,061  

法人税等の支払額  －257,539  

法人税等の還付額  4,260  

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 565,633  

 



  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日)

 

区分 
注記
番号 

金額（千円）  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

   

定期預金への預入による支
出 

 －300,000  

有形固定資産の取得による
支出 

 －8,681  

投資有価証券の取得による
支出 

 －29,288  

投資有価証券の売却による
収入 

 450  

子会社株式取得による支出  －190,000  

貸付けによる支出  －4,655,528  

貸付金の回収による収入  3,498,992  

その他  38,215  

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 －1,645,839  

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  －900,000  

長期借入れによる収入  1,000,000  

長期借入金の返済による支
出 

 －968,500  

社債発行による収入  1,000,000  

社債発行費の支出  －26,500  

配当金の支払額  －87,297  

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 17,702  

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加額
又は減少額 

 －1,062,503  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 3,751,079  

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末残高 

 2,688,576  

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

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 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品……総平均法による低価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

同左 

  

同左 

  

 その他 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物……………７～50年 

建物附属設備…６～18年 

構築物…………６～30年 

  

  

  

  

  

 (2）無形固定資産 

 営業権については、取得後５

年間の均等償却 

 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 

(2）無形固定資産 

同左 

(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 

(3）長期前払費用 

同左 

  

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。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制度

に係る差異－245,703千円）につ

いては、５年による按分額を費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、５年による按分額を

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌事業年度から費用処理をする

こととしております。 

  

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

５．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 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…借入金、預金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

───── ───── 

８．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

───── 

  

  

  

───── １．自己株式及び法定準備金の取  

崩等に関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準」（企業会計

基準第１号）が平成14年４月１日

以後に適用されることになったこ

とに伴い、当事業年度から同会計

基準によっております。これによ

る当事業年度の損益に与える影響

は軽微であります。 

 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

照表の資本の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成し

ております。 

───── 

  

  

  

───── ２．１株当たり情報 

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」（企業会計基準第２

号）及び「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）

が平成14年４月１日以後開始する

事業年度に係る財務諸表から適用

されることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び適

用指針によっております。なお、

これによる影響については、「１

株当たり情報に関する注記」に記

載しております。 



追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

（自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

 当中間期から「自己株式及び法定

準備金の取崩等に関する会計基準」

（企業会計基準第１号）を適用して

おります。これによる当中間期の損

益に与える影響はありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間期における中間貸借

対照表の資本の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

 これに伴い、前中間期において流

動資産「その他」に含めて掲記して

おりました「自己株式」（５千円）

は、当中間期末においては資本に対

する控除項目としております。 

───── ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,376,962千円 1,468,108千円 1,420,197千円 

※２．担保提供資産 (1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物 460,995千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,294,860千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 100,000千円 

長期借入金 1,750,000千円 

計 1,850,000千円 

建物 442,301千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,276,166千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 200,000千円 

長期借入金 1,650,000千円 

計 1,850,000千円 

建物 451,467千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,285,332千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 －千円 

長期借入金 1,850,000千円 

計 1,850,000千円 

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物 1,035,907千円 

土地 740,000千円 

投資有価

証券 
423,279千円 

計 2,199,186千円 

建物 1,013,487千円 

土地 740,000千円 

投資有価

証券 
592,691千円 

計 2,346,178千円 

建物 1,024,697千円 

土地 740,000千円 

投資有価

証券 
392,615千円 

計 2,157,313千円 

 ３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金

81,496千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

72,384千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

77,726千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 ４．受取手形割引高及び裏

書譲渡高 

受取手形割引

高 
7,550,663千円 

受取手形裏書

譲渡高 
1,738千円 

受取手形割引

高 
7,279,018千円 

受取手形裏書

譲渡高 
2,695千円 

受取手形割引

高 
9,163,489千円 

受取手形裏書

譲渡高 
2,106千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 

※６．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権

（84,147千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,335,313千

円）であります。 

 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受益権

（292,815千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,263,298千

円）であります。    

  

 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受益権

（82,729千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,138,415千

円）であります。 



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

※１．営業外収益の主

要項目 

受取利息 47,572千円 

仕入割引 203,638千円 

賃貸収入 101,985千円 

受取利息 55,099千円 

仕入割引 203,862千円 

賃貸収入 98,769千円 

受取利息 89,521千円 

仕入割引 416,619千円 

賃貸収入 207,394千円 

※２．営業外費用の主

要項目 

支払利息 99,984千円 

手形売却損 68,699千円 

売上割引 59,313千円 

賃貸費用 24,834千円 

支払利息 111,901千円 

手形売却損 80,086千円 

売上割引 68,563千円 

賃貸費用 32,584千円 

支払利息 202,276千円 

手形売却損 155,421千円 

売上割引 131,987千円 

賃貸費用 50,504千円 

※３．特別損失の主要

項目 

投資有価証券

評価損 
27,942千円 

和解金 300,000千円 

────── 

  

投資有価証券

評価損 
103,956千円 

和解金 300,000千円 

※４．租税特別措置法

上の諸準備金の

取り扱い 

中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算

しております。 

同左 ────── 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 43,037千円 47,911千円 87,038千円 

無形固定資産 3,046千円 3,046千円 6,092千円 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

────── ────── 

平成14年９月30日現在

（単位：千円）

 

中間期 

末残高 
 
左記の内現金及

び現金同等物 

現金及び預金 2,585,826 2,585,826

流動資産の 

「その他」 

（有価証券） 

102,749

 

102,749

現金及び現金 

同等物の中間 

期末残高 

 

 

2,688,576

  



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

（借主側） 

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中間期

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及び中間期

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及び期末残

高相当額 

 

有形固 

定資産 

その他 

(千円) 

 

無形 

固定 

資産 

(千円) 

 

合計 

 

 

(千円)

取得価額

相当額 
427,750 130,417 558,168

       

減価償却

累計額相

当額 

249,214 45,875 295,090

       

中間期末

残高相当

額 

178,535 84,541 263,077

 

有形固 

定資産 

その他 

(千円) 

 

無形 

固定 

資産 

(千円) 

 

合計 

 

 

(千円)

取得価額

相当額 
557,907 95,654 653,562

       

減価償却

累計額相

当額 

294,125 38,652 332,777

       

中間期末

残高相当

額 

263,782 57,002 320,784

 

有形固 

定資産 

その他 

(千円) 

 

無形 

固定 

資産 

(千円) 

 

合計 

 

 

(千円)

取得価額

相当額 
579,451 79,812 659,263

       

減価償却

累計額相

当額 

294,887 30,216 325,104

       

期末 

残高 

相当額 

284,563 49,595 334,158

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 101,902千円 

１年超 161,174千円 

合計 263,077千円 

１年以内 114,197千円 

１年超 206,586千円 

合計 320,784千円 

１年以内 115,749千円 

１年超 218,408千円 

合計 334,158千円 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 53,450千円 

減価償却費相

当額 
53,450千円 

支払リース料 63,928千円 

減価償却費相

当額 
63,928千円 

支払リース料 90,727千円 

減価償却費相

当額 
90,727千円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

  

  

（１株当たり情報） 

 （注）１．前中間期の１株当たり情報の計算については、財務諸表等規則の改正により、発行済株式数から自己株式を

控除して計算しております。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間会計期間  
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 733円13銭

１株当たり中間純利益

金額 
21円66銭

  

 中間連結財務諸表を作成してい

るため、記載を省略しておりま

す。 

１株当たり純資産額 769円69銭

１株当たり当期純利益

金額 
57円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、新

株予約権付社債等潜在株式がない

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。 

（追加情報） 

 当中間会計期間から「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）を適用してい

る。なお、同会計基準及び適用指

針を前中間会計期間及び前事業年

度に適用して算定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなる。 

前中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり
純資産額 
671円98銭 

１株当たり
純資産額 
727円02銭 

１株当たり
中間純利益
金額 
10円67銭 

１株当たり
当期純利益
金額 
28円83銭 

  当事業年度から「１株当たり当期

純利益に関する会計基準」（企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 なお、これによる影響は軽微であ

ります。 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 190,632 － 509,342 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 5,500 

（うち利益処分による役員賞与

金）（千円） 
 (－) (－) (5,500) 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
190,632 － 503,842 

期中平均株式数（株） 8,798,772 － 8,798,738 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第66期）（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）平成15年６月27日関東財務局長に提出 

(2）自己株券買付状況報告書 

 報告期間     （自 平成14年６月27日 至 平成14年６月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年７月１日 至 平成14年７月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年８月１日 至 平成14年８月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年９月１日 至 平成14年９月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年10月１日 至 平成14年10月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年11月１日 至 平成14年11月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成14年12月１日 至 平成14年12月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成15年１月１日 至 平成15年１月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成15年２月１日 至 平成15年２月28日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成15年３月１日 至 平成15年３月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成15年４月１日 至 平成15年４月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

 報告期間     （自 平成15年５月１日 至 平成15年５月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出  

 報告期間     （自 平成15年６月１日 至 平成15年６月26日）平成15年７月２日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１４年４月

１日から平成１４年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表について中

間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して

分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。 

 中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる

中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則」（平成１１年大蔵省令第２４号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が橋本総業株式会社及び連結子会社の平成１４年９月３０日現在の財

政状態に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が1,044千円減少し、利益剰余金が同額減少している。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結

損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、橋本総業株式会社及び連結子会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が25,498千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、中間連結損益計算書については売上高

が11,909千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ12,504千円減少してい

る。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



中 間 監 査 報 告 書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 代表取締役社長 橋本 政昭 殿  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの第６６期事業年度の中間会計期間（平成１４年４月

１日から平成１４年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が橋本総業株式会社の平成１４年９月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成１４年４月１日から平成１４年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

特記事項 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ1,044千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が995千円減少したこと等によ

り、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ1,044千円減少している。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの第６７期事業年度の中間会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、橋本総業株式会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ25,498千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が11,909千円減少したこと等

により、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ12,504千円減少している。  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第67期事業年度（平成16年３月期）」において、連結財務諸表及び財務諸表の売上高が

32,097千円、経常利益が33,702千円、税金等調整前当期純利益及び税引前当期純利益が33,702千円過大に計上されて

おりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成16年６月30日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報

告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フロー 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

７ 財政状態及び経営成績の分析 

(2）当連結会計年度の財政状態の分析 

(3）当連結会計年度の経営成績の分析 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第66期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 

売上高（千円） － － － 83,926,197 89,061,055 

経常利益（千円） － － － 1,432,283 1,299,674 

当期純利益（千円） － － － 535,954 478,057 

純資産額（千円） － － － 6,799,539 7,740,512 

総資産額（千円） － － － 38,468,104 40,388,007 

１株当たり純資産額（円） － － － 772.05 879.15 

１株当たり当期純利益（円） － － － 60.17 53.74 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － － 17.7 19.2 

自己資本利益率（％） － － － 7.9 6.2 

株価収益率（倍） － － － 9.4 14.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － 1,801,363 249,098 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － -526,275 -1,303,689 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － － -1,934,167 -882,613 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － － 3,092,000 1,154,795 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

547 

(74) 

574 

(90) 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第65期は、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

なお、第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

また、第65期より自己株式を資本に対する控除項目としており、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。 

４．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標等は記載しておりません。 

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 

売上高（千円） 71,870,978 76,962,837 77,336,246 82,345,989 86,816,350 

経常利益（千円） 305,774 609,405 523,544 1,400,009 1,291,473 

当期純利益（千円） 672,802 245,572 253,686 509,342 475,745 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数（株） 5,865,855 5,865,855 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（千円） 5,579,267 5,961,885 6,396,882 6,777,794 7,708,770 

総資産額（千円） 42,196,964 42,659,216 37,721,460 36,335,332 38,907,799 

１株当たり純資産額 

（円） 
951.14 1,016.37 727.02 769.69 875.54 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

12.00 

(－) 

16.00 

(－) 

１株当たり当期純利益 

（円） 
114.71 41.86 28.83 57.26 53.47 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 13.2 14.0 17.0 18.7 19.8 

自己資本利益率（％） 12.6 4.1 4.0 7.5 6.2 

株価収益率（倍） 6.9 14.1 18.7 9.9 15.0 

配当性向（％） 8.7 23.9 34.7 21.0 29.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
-2,656,072 2,370,312 3,386,154 － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
-1,463,834 892,412 156,766 － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
2,908,624 -703,306 -5,182,639 － － 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
2,831,379 5,390,798 3,751,079 － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

498 

(－) 

501 

(－) 

511 

(－) 

500 

(74) 

533 

(87) 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管材、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和52年９月 八王子市元横山町に西関東支店を開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設、これに伴い西関東支店を発展的に解消。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 

平成13年６月 関西支店の事務所を大阪市西区に、また同支店の配送センターを大阪市大正区に移転。 

平成14年７月 大明工機株式会社（現連結子会社）の株式取得。 

平成15年９月 貸金業者登録 登録番号 東京都知事（１）第２７８３３号。 

平成15年10月 土木関係の販売体制づくりのため、関西第２配送センターを新設。 

  静岡県浜松市に浜松支店並びに浜松配送センターを開設。 

 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（橋本総業株式会社）、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、住宅設備機器等の販売を主たる業務としており

ます。 

 子会社である株式会社ハットリビングは、平成16年２月に旧橋本機設株式会社を社名変更したもので、平成16年３

月より、東京ガス株式会社のエネスタ関連業務に関する営業を譲り受け、営業活動を致しております。なお、連結子

会社としては、大明工機株式会社のみであります。 

 事業系統図は下記の通りです。 

 部門ごとの主要商品は、次のとおりであります。 

年月 事項 

平成16年２月 北海道札幌市に北海道支店並びに北海道配送センターを開設。 

  新潟支店並びに新潟配送センターを新潟市豊１丁目に移転。 

平成16年３月 子会社である株式会社ハットリビング（旧社名 橋本機設株式会社）が東京ガス株式会社のエネ

スタ業務（国分寺）の営業を譲受ける。 

部門 主要商品 

管材 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

継手類 鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節

弁等 

化成品類 
塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン管、塩ビ管用各種継手類、カラーパ

イプ、ＦＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 
便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサーシステム、バス、洗面化粧台、水

栓類、シャワー金具類等 

住宅機器・空

調・その他 

給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ等 

その他 汎用コンピュータシステム、オフコン、パソコン、携帯電話、ファクシミリ等 



 当社グループの品目及び販売経路は次のとおりであります。 

 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．特定子会社に該当する会社はありません。 

品目 販売経路 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

バルブ類 

  

  

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

大明工機株式会社 

東京都中央区湊

１丁目１番16号 
30,000 管工機材の販売 99 

商品の販売及び仕

入 



５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、管材・住宅設備機器の卸業のみを営む単一セグメントであるため、事業の種類別セグメン

トの記載を行っておりません。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成16年３月31日現在

従業員数（人） 
574 

(90) 

  平成16年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

533 

(87) 
33.4 8.7 4,780 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

（マーケットの状況） 

 当連結会計年度のわが国の経済は、イラク戦争やテロの問題などの地政学的リスクは抱えているものの、アジア、

中国向けの輸出が好調で、電気機器や自動車を中心とした企業の設備投資も堅調な伸びを示し、個人消費においても

持ち直しの気配が出てくるなど、緩やかな景気回復の兆しがみられました。 

 当社グループの関連する平成15年度の建設投資については、持ち家が2.1％増、貸家が0.9％増、分譲住宅が5.6％

増と軒並み前年を上回り、新設住宅着工戸数は2.5％増の117万戸と４年ぶりに増加に転じました。しかし、公共投資

は予算の削減も伴い、前年比大幅減少となるなど、厳しい状態が続いております。 

  

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは営業収益力と財務体質を強化するため、 

の７つの方針に取組んでまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における売上高は、89,061百万円（前期比6.1％増）となりました。 

 損益面においては、原材料費の上昇による売上原価の増加を、競争激化により販売価格に充分転嫁できなかったこ

とから、売上総利益率は0.2ポイント減少し、かつ売上増強に伴い、運賃、人件費等のコストが膨らんだことによ

り、営業利益は1,056百万円（前期比11.5％減）に止まり、経常利益は1,299百万円（前期比9.3％減）と減益となり

ました。 

 さらに財務体質の改善を目的に貸倒引当金の算定方法を見直し、追加引当金繰入額等を特別損失として計上した結

果、当期純利益478百万円（前期比10.8％減）となりました。 

  

  部門別状況は以下の通りです。 

 ①管材類 

  当連結会計年度の管材類は、一昨年度に発生した大手流通業者の倒産による影響から、上期は好調に推移し、下

期にあっても、関西地区を中心とした土木部門への積極取り組みにより堅調に伸びました。また、鋼管類の樹脂化へ

の移行により、化成品の売上も伸ばすことができました。しかし、主力メーカーを中心とした業界再編により、仕入

価格の値上げを販売価格に十分に反映できなかったことから、単体ベースの売上高は、31,088百万円（前期比4.6％

増）となったものの、粗利益率は0.61％減少しました。 

  子会社の大明工機㈱を含めた当部門全体の売上高は、33,333百万円（前期比6.5％増）となりました。（子会社大

明工機㈱の売上高は、当部門に全て集約されています。） 

  

 ②衛生陶器・金具類 

  当連結会計年度の衛生陶器・金具類は、主力メーカーである東陶機器㈱が発売した新製品・主力商品の販売が好

調であったこと、また、下期に入り、同業他社の倒産により商圏が拡大したこと等により売上の拡大が図れました。

  その結果、当部門全体の売上高は32,588百万円（前期比10.5％増）となりましたが、価格条件が厳しくなったこ

とにより、粗利益率は0.66％減少しました。 

  

 ① 予算の100％達成  予算＝コミットメント(約束)と考える 

 ② 営業力の強化  受注先行型営業の実行 

 ③ 取引先ＣＳ度の向上  地域№１の機能サービスの提供 

 ④ 取引先サポート(ＲＳ)能力の向上  取引先の問題解決 

 ⑤ 新規分野増分の追求  増分に積極的にチャレンジ 

 ⑥ 効率化の追求  コストダウンと生産性10％向上にチャレンジ 

 ⑦ リスクへの対応  想定されるリスクへの対応 



 ③住設・空調機器類・その他 

   当連結会計年度の空調部門は、冷夏等の影響により家庭用エアコンが伸び悩んだことなどから、売上、粗利益率

とも前年割れとなりました。一方、住宅設備機器については、各メーカーの商品をフルラインで供給できる体制を整

備したこと、「リフォームクラブみらい」を中心にリフォーム、リニューアル需要への取り組みが進んだこと等によ

り前年を上回る実績を計上できたものの、住設・空調機器類の売上高は、22,854百万円（前期比1.14％減）、粗利益

率は0.85％減となりました。その他、当連結会計年度からはじめた物流受託業務の売上高は285百万円となりまし

た。 

(2)キャッシュ・フロー 

  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、税金等調整前当期純利益が958百万円

（前年同期比2.9％減）の微減となり、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得及び貸付金の増加、並びに借入金

の返済等による支出により、前連結会計年度末に比べ1,937百万円減少（同62.7％減）し、当連結会計年度末には

1,154百万円となりました。 

  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249百万円（同86.2％減）となりました。これは主に、ファクタリングの推進によ

り債権売却未収入金等及び売上債権の増加等によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は1,303百万円（同147.7％増）となりました。これは主に、土地、建物等の有形固

定資産及び投資有価証券の取得、並びに得意先宛貸付金の増加によるものです。 

  

 （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882百万円（前連結会計年度は1,934百万円の使用）となりました。これは主に借

入金の返済及び配当金の支払によるものです。 

２【仕入及び販売の状況】 

(1)仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、継手類、バルブ類、化成

品類、工具関連機材） 

30,041,993 107.9 

 衛生陶器・金具類（千円） 29,544,722 109.9 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポ

ンプ類、その他） 

21,246,356 99.6 

合計（千円） 80,833,072 106.3 



(2)販売実績 

 当連結会計年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当社グループの対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

 平成16年度の建設業界は、新規需要で、民間住宅17.9兆円（前年比△1.0％）、民間非住宅8.4兆円（同4.1％）、

公共投資17.9兆円（同△8.8％)が見込まれ、全体では建設投資額（名目値）ベースで52兆円（同△3.9％）と前年を

下回ることが予想されます。(建設経済研究所公表値より） 

 また既存建築物に対するリフォーム需要は、7.3兆円（同1.5％）と、30年前のオイルショック時の建築物等を背景

に、今後ますます社会的ニーズが高まるものと予想されます。（矢野経済研究所公表資料より当社作成） 

  

 当社グループの関連する管材、住設、空調機器市場にあっては、下記のような環境変化があり、今後も迅速かつ柔

軟な対応が必要であると考えております。 

  

 以上の環境変化に対応するため、中期計画「チャレンジ1000」において掲げた「３つのベスト」を追求してまいり

ます。 

  

 以上を踏まえ、今年度の方針としては、下記の７方針を継続実施してまいります。 

  

事業部門の名称 
当連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

前年同期比（％） 

管材（千円） 

（管類、手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

33,333,267 106.5 

 衛生陶器・金具類（千円） 32,588,235 110.5 

住設機器・空調・その他（千円） 

（給湯・厨房関連、空調関連、ポ

ンプ類、その他） 

23,139,553 100.1 

合計（千円） 89,061,055 106.1 

① 原材料価格の上昇に伴う、流通商品価格の値上げ   

② 競争激化に伴うメーカー各社及び流通の再編   

③ 法規制の変化や、高齢化、環境対応等の社会的ニーズの変化に伴う商材の変化   

① 設備のベストコーディネーター － 調達力、設計力、サービス力の向上 

② 流通としてベストパートナー － 販路拡大、商材拡大、機能強化 

③ 会社としてベストカンパニー － 人財作り、財務体質強化、将来のテーマ追求 

 ① 予算の100％達成 － 予算＝コミットメント（約束）の追求 

 ② 営業力の強化 － 行動力、商談力、受注力の強化 

 ③ 取引先ＣＳ度の向上 － ミス、ロス、クレーム対策の徹底 

 ④ 取引先サポート(ＲＳ)能力の向上 － 取引先の問題解決、提案充実 

 ⑤ 新規分野増分の追求 － 商材、得意先、分野別取組で、増分10％にチャレンジ 

 ⑥ 効率化の追求 － コストダウンと生産性向上で、効率化10％にチャレンジ 

 ⑦ リスクへの対応 － リスク管理をしっかり行ない、ロスゼロ化へ 



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。

  

３．取引先の信用リスクについて 

(1)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、平成16年３月期末の連結ベースの長期滞留債権の残高は1,035百万円となっており、当

該債権に対する担保84百万円控除後の950百万円に対しては、851百万円を貸倒引当金として計上しております。 

  またこれら長期滞留債権の中には、当社が取引先１社に対して行った貸付金156百万円が振替えられておりま

す。 

  当社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、今後当社グループが販売規模

を拡大していく中、当社の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。 

  

(2)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。平成16年３月期の連結ベースにおけるこれら貸付金残高は、取引先９社に対し2,380百万円となってお

り、当該貸付金に対する担保416百万円控除後の1,963百万円に対しては、回収可能性があるものを除き857百万円

の個別引当を行っております。 

  過年度において、これら貸付金残高は増加傾向にありましたが、貸付先企業について大きな変化はありませんで

した。平成17年３月期以降は、原則として新規取引先への貸付は行わず、既存の貸付先に対しても、営業上の観点

から、個別に精査し、期中の短期運転資金のみに限定して貸し付ける方針としております。 

  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

状態が当社の想定以上に悪化した場合などに、当社の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。 

  

(3)手形割引について 

  当社は、従来取引先に対する営業活動の範囲内で手形割引を行っておりましたが、平成15年９月に東京都より貸

金業者の登録を受け、今後は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

金繰りを支援し、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 

  平成16年３月期の当社グループの連結ベースにおける仕入総額の35.6％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．「固定資産の減損に係る会計基準」（以下、「減損会計」という。）を適用した場合の影響について 

  平成18年３月期より減損会計が原則適用されますが、現在当社では減損会計の適用に関する試算を行っておら

ず、その影響については正確に把握できておりません。しかし、当社の本社、支店及び配送センター等の土地の簿

価については、土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、取得価額から時価評価額に変更しております。 

  当社は現時点において、減損会計の適用が当社グループの業績及び財政状態に重要な影響を与えるという認識は

致しておりませんが、今後地価の動向及び対象となる固定資産の活用状況によりましては、減損会計の適用により

当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

  

６．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。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

  

(1)重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成に当りまして、より慎重な判断を要し、財政状態及び経営成績に影響を与える項目

は主に下記の通りです。 

  

たな卸資産の評価 

 たな卸資産は主として総平均法による低価法で評価しており、中間連結決算日、連結決算日を基準日として、実地

棚卸を行っております。また、陳腐化したたな卸資産に関しては、毎期減損処理しております。 

  

貸倒引当金の計上 

 債権の貸倒による損失に備えるため、債権種別毎に分類し、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相手先の業績・債権残高・財務状況・保全状況（担保）等を考慮して、貸倒引当金を

計上しております。このため相手先の財務状況等が悪化した場合は、貸倒引当金を積み増すこととなるため、損益に

マイナスの影響を与える可能性があります。 

  

債権売却未収入金 

 信託方式による受取手形債権の流動化に伴い、保有する劣後信託受益権及びファクタリング方式による流動化に伴

う支払留保未収額を計上しております。債権売却未収入金額は、手形の流動化・金額の増減により影響を受けます。

  

繰延税金資産 

 繰延税金資産については、その回収可能性を慎重に検討した上で、回収可能性があると認められるものについての

み貸借対照表上に繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計上は、予測される将来における課税所得見積

額により影響を受けます。 

  



退職給付関連 

 当社グループは、確定給付型の制度として、当社は適格退職年金制度を、連結子会社は、退職一時金制度を設けて

おります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算は、その計算の際に使用された計算基礎率により異なります。こ

れらの計算基礎率には、割引率・年金資産の期待運用収益率等が含まれます。使用した計算基礎率は、妥当なものと

考えておりますが、計算基礎率自体の変更により、退職給付引当金及び退職給付費用に影響を与える可能性がありま

す。 

 また、役員の退職慰労金につきましては、内規に基づき期末要支給額の100％を計上しております。 

  

有利子負債 

 当社グループの連結ベースの平成15年３月期の有利子負債残高（長期借入金・社債・手形割引）は、22,526百万

円、平成16年３月期の同残高は16,582百万円であり、同期の連結総資産に対する割合はそれぞれ58.5％、41.0％とな

っております。これは、当社が現金支払を主体としてることに関連しておりますが、今後支払手形を増やしていくこ

とやファクタリングへの移行を推進することにより、有利子負債残高を削減してまいります。 

  

  

(2)当連結会計年度の財政状態の分析 

（資産） 

 資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1,919百万円増加（5.0％増）し、40,388百万円となりました。 

 流動資産の主な減少要因は、40億円のコミットメントラインの設定により資金調達が機動的に図れることとなった

ため、現金及び預金を1,937百万円圧縮したことと、短期貸付金を長期貸付金へシフトしたことによる短期貸付金の

減少によるものです。 

 固定資産の主な増加要因は、株価上昇による投資有価証券の含み益等が1,272百万円増加したことと、長期貸付金

が短期貸付金からのシフトを含め1,101百万円増加したことによるものです。 

  

（負債） 

 負債合計は前連結会計年度末に比べて、979百万円増加（3.1％増）し、32,644百万円となりました。 

 流動負債の主な減少要因は、短期借入金が4,277百万円減少したことによるものです。 

 固定負債の主な増加要因は、社債発行の2,300百万円の増加によるものです。 

  

（資本） 

 資本合計は、前連結会計年度末に比べて、940百万円増加（13.8％増）し、7,740百万円となりました。 

 主な増加要因は、当期純利益に加え、その他有価証券評価差額金が575百万円増加したことによるものです。 

  

  

(3)当連結会計年度の経営成績の分析 

 当社グループの経営成績は、建設投資（民間住宅投資・民間非住宅投資・公共投資）動向に影響され、当連結会計

年度は、民間投資の回復基調がみえ、同業他社の市場からの撤退等もあり、売上高は伸長し、当連結会計年度の売上

高は89,061百万円（前期比6.1％増）となりました。 

  

売上高 

 管材類の売上高は、前連結会計年度に比べ、2,024百万円増収（6.5％増）となり、衛生陶器・金具類の売上高は、

前連結会計年度に比べ、3,089百万円増収（10.5％増）となり、住設・空調機器類・その他の売上高は、前連結会計

年度に比べ20百万円増収（0.1％増）となりました。 

（連結子会社の大明工機㈱の売上高：前期は下期のみで当期は通期） 

  

売上総利益 

 売上総利益は、売上高の増加に伴い、前連結会計年度に比べ、280百万円増加（3.5％増）となりましたが、売上総

利益率は、原材料費の上昇により仕入価格が増加し、前連結会計年度に比べ、0.2％減少しました。 

  



販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費は、運賃及び荷造費並びに人件費等の増加により、前連結会計年度に比べ、418百万円増加

（6.2％増）しました。 

  

営業利益 

 営業利益は、売上原価の増加と販売費及び一般管理費の増加により、前連結会計年度に比べ、138百万円減少

（11.5％減）しました。 

  

経常利益 

 経常利益は、前連結会計年度に比べ、132百万円減少（9.3％減）しました。 

  

特別損益 

 特別利益として、会員権売却益16百万円等を計上しております。また特別損失として、貸倒引当金繰入額246百万

円、デット・エクイティ・スワップにより貸付債権を株式化したことにより発生した債権譲渡損89百万円及び会員権

評価損16百万円等を計上しました。 

  

当期純利益 

 当期純利益は、前連結会計年度に比べ57百万円減少（10.8％減）しました。 

  

過年度における業績の変動要因 

 過年度において、売上高は拡大基調にあります。 

 平成13年３月期の当期利益の前期比減益要因は、平成12年３月期に江東区猿江の配送センター売却による固定資産

売却益が2,564百万円特別損益に計上されたことによるものであります。 

 平成14年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、取引先である㈱信和の倒産により貸倒引当金繰入額が増加し

たこと等によるものであります。 

 平成16年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、仕入価格条件が厳しくなり、それを販売価格に転嫁できなか

ったことによるものです。 

 以上のような要因が発生した場合、損益にマイナスの影響を与える可能性があります。 

  

  

(4)戦略的現状と見通し 

 当社グループとしては、これらの状況を踏まえて、国内の景気動向、海外の経済情勢、業界の構造変化等に対応で

きるよう、費用の効率化、適材適所への人材の配置、物流網の一層の整備等を行い、高収益体質の確立を推進してま

いります。又、北陸・中国・九州地方への進出により、全国的な物流網の構築を展開することで、売上高・損益の向

上が図れると考え、各地のマーケットリサーチを行ってまいります。 

  

(5)資本の財源予備資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ、1,552百万円減少し、

249百万円となりました。これは主に、売上債権の増加及びファクタリングの推進による債権売却未収入金の増加に

よるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、777百万円減少し、1,303百万円となりました。こ

れは主に、得意先貸付金の増加並びに、土地・建物などの有形固定資産及び投資有価証券の取得によるものでありま

す。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、1,051百万円増加し、882百万円となりました。こ

れは主に、借入金の返済並びに配当金の支払によるものであります。 

  

 以上の活動の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,937百万円減

少し、1,154百万円となりました。 

  

  



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、営業販売力強化のため、支店・東雲配送センターを中心に、336百万円の設備投資を実施しま

した。  

  

 支店展開においては、新潟支店が商材拡充のため、土地・建物を購入し200百万円の設備投資を実施しました。ま

た、北海道支店開設の際、内装工事を含めた改築を行い11百万円の設備投資を実施しました。 

 東雲配送センターにおいては、物流受託業務の施設新設のため38百万円、住宅設備展示関連の施設創設のため11百

万円、子会社の大明工機㈱の商材格納倉庫建設のため９百万円、他13百万円の設備投資を実施しました。 

 その他、本社一部改修・改装工事等54百万円の設備投資を実施しました。 

 なお、当連結会計年度において、新設備の導入に伴い、旧設備の廃棄としての除却が４百万円ありました。 

２【主要な設備の状況】 

(1)提出会社 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において21事業所を運営しております。ま

た、国内に賃貸物件を４物件、厚生施設等を７物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都中央区） 
販売・管理設備 59,640 1,495 

411,000 

(399)
3,990 476,125 

162 

(14)

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
配送設備 243,900 16,344 

2,723,000 

(8,815)
30,621 3,013,867 

26 

(28)

北海道支店 

（札幌市白石区） 
販売配送設備 9,552 － － 885 10,437 

3 

(－)

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

〃 452 － － 172 625 
17 

(5)

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 260 － － 1,058 1,318 

25 

(6)

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 49,246 663 

63,275 

(2,297)
208 113,394 

15 

(－)

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

〃 85,098 819 
109,319 

(3,177)
144 195,381 

18 

(3)

埼玉支店 

（さいたま市北区） 
販売設備 5,919 － － － 5,919 

25 

(2)

久喜配送センター 

（埼玉県久喜市） 
配送設備 26,638 191 

234,865 

(7,652)
1,141 262,837 

4 

(5)

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
販売配送設備 1,159 816 － 797 2,773 

18 

(3)

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
〃 50,480 － 

374,970 

(15,926)
47,308 472,760 

18 

(3)

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 631 － 

36,064 

(368)
243 36,938 

15 

(2)

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
〃 62,074 1,173 

25,799 

(985)
－ 89,048 

19 

(1)

 



 （注）１．当社は事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．帳簿価額のうち、「その他」は器具備品であり、建設仮勘定を含んでおります。 

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

千葉支店 

（千葉県印旛郡白井

町） 

〃 24,727 － 
271,458 

(3,044)
575 296,760 

27 

(1)

多摩支店 

（東京都立川市） 
〃 1,527 262 － 301 2,090 

23 

(3)

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭和

町） 

〃 1,836 － － 394 2,230 
15 

(2)

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 3,027 423 － 944 4,396 

36 

(0)

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
〃 41,977 92 

116,008 

(1,633)
94 158,172 

16 

(2)

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 8,857 183 － 731 9,773 

17 

(2)

浜松支店 

（静岡県浜松市） 
〃 1,269 － － 850 2,119 

10 

(2)

関西支店 

（大阪市西区） 
〃 4,009 － － 401 4,411 

24 

(3)

営業設備計  682,288 22,468 
4,365,760 

(34,298)
90,867 5,161,384 

533 

(87)

イトーピア橋本他賃貸

３物件 
－ 1,263,889 4,918 

1,298,000 

(1,576)
232 2,567,040 

－ 

(－)

西武ヴィラ苗場他厚生

施設等６物件 
－ 62,840 － 

150,731 

(1,493)
607 214,179 

－ 

(－)

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ５～６ 88,951 194,521 

倉庫用ラック・積層他 一式 ７ 7,906 58,832 



(2)国内子会社 

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び構
築物 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

大明工機㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
販売管理設備 186,423 － 

30,118 

(129)
280 216,822 

19 

(－)

同上 
石巻営業所 

(宮城県石巻市) 
販売配送設備 1,031 － 

8,940 

(713)
22 9,994 

5 

(－)

同上 

日南営業所(宮

崎県日南市)他

５営業所 

販売配送設備 6,107 189 
10,329 

(330)
209 16,834 

17 

(3)

名称 台数 リース期間（年） 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・営業所 

コンピューターシステム他 
一式 ５～６ 12,822 12,382 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １株を1.5株に分割 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式190株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に90株含めて記載しております。 

２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成16年３月31日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成16年６月30日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 日本証券業協会 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年５月18日 

（注） 
2,932,927 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成16年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
外国法人等
のうち個人 

個人その他 計 

株主数（人） － 13 2 83 － － 913 1,011 － 

所有株式数

（単元） 
－ 7,386 26 28,444 － － 52,117 87,973 1,482 

所有株式数の

割合（％） 
－ 8.40 0.03 32.33 － － 59.24 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  平成16年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,831 20.82 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 748 8.50 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 426 4.85 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 186 2.12 

橋本 充子 東京都渋谷区松濤1-8-13 163 1.86 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計  5,453 61.98 

  平成16年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式  

 100 

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式  

8,797,200 
87,972 － 

単元未満株式 
普通株式  

 1,482 
－ － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成16年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本

橋小伝馬町9-9 
100 － 100 0.0 

計 － 100 － 100 0.0 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 平成16年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、商法第211条ノ３第１項第２

号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。」旨を定款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は上記経営の基本方針のもと、可能な限り経営効率化により、収益力の向上を図り、業績及び財務体質の強化

を考慮しつつ、安定的な配当を行なうことを基本方針としております。 

 このような方針に基づき、当期におきましては普通配当を１株につき16円とする予定であります。 

 この結果、当期の配当性向は29.9％、株主資本配当率は1.8％となっております。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

  平成16年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 

最高（円） 930 980 657 680 900 

最低（円） 665 
620 

(590) 
500 465 550 

月別 平成15年10月 11月 12月 平成16年１月 ２月 ３月 

最高（円） 900 895 829 824 800 820 

最低（円） 630 780 750 780 775 775 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

会長 
 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現）

748 

代表取締役 

社長 
 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現）

1,578 

常務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副本部

長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任

（現） 

113 

常務取締役 営業本部長 衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロック長

就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需分掌

就任 

平成15年６月 常務取締役営業本部長就任

（現） 

30 

取締役 
関越ブロック

長 
山田 幸一 昭和15年９月１日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和55年２月 第三営業部販売一部長就任 

平成５年６月 取締役新潟支店長兼長野支店長

就任 

平成６年７月 取締役信越ブロック長就任 

平成10年４月 取締役関越ブロック長就任 

平成11年４月 取締役信越ブロック長就任 

平成13年４月 取締役信越ブロック長兼関西ブ

ロック長就任 

平成15年４月 取締役関越ブロック長就任

（現） 

26 

取締役 
中部ブロック

長 
佐野 正興 昭和18年７月３日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 西部支店部長就任 

平成７年６月 取締役西部ブロック長就任 

平成13年４月 取締役中部ブロック長就任

（現） 

14 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 
北関東ブロッ

ク長 
高橋 忠利 昭和18年11月18日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成元年３月 東関東支店部長就任 

平成７年６月 取締役東関東ブロック長就任 

平成８年４月 取締役北関東ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼管材商品

センター・特需３部管掌就任 

平成15年10月 取締役北関東ブロック長就任

（現） 

15 

取締役 

営業副本部長

兼東陶商品セ

ンター長 

田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼東陶商品

センター管掌（現） 

15 

取締役 

営業副本部長

兼関西ブロッ

ク長兼特需４

部・５部管掌 

鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長兼特

需ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼特需ブロ

ック長兼住設商品センター・特

需５部管掌就任 

平成15年10月 取締役営業副本部長兼関西ブロ

ック長兼住設空調商品センタ

ー・特需４部・５部管掌就任

（現） 

18 

取締役 

特需１部・２

部・産機支

店・東雲配送

センター・大

明工機株式会

社管掌 

橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任 

平成15年３月 取締役東京ブロック長兼大明工

機株式会社管掌就任 

平成15年10月 取締役特需１部・２部・産機支

店・東雲配送センター管掌就任

（現） 

平成16年４月 大明工機株式会社代表取締役社

長就任（現） 

18 

取締役 
東北ブロック

長 
遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任

（現） 

14 

取締役 
西関東ブロッ

ク長 
野村 和幸 昭和26年９月８日生 

昭和52年３月 当社入社 

平成６年７月 神奈川支店長就任 

平成15年４月 西関東ブロック長就任 

平成15年６月 取締役西関東ブロック長就任

（現） 

1 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び松村正一は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に

定める社外監査役であります。 

２．取締役辻民雄は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

３．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現）

26 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就任

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現）

1 

監査役  松村 正一 大正15年１月21日生 

昭和27年４月 株式会社住友銀行入社 

昭和54年５月 同社取締役退任 

昭和56年６月 総合地所株式会社代表取締役就

任 

平成５年１月 ニチハ株式会社監査役（現） 

平成６年６月 明光ナショナル証券株式会社監

査役就任 

平成12年６月 当社監査役就任（現） 

平成13年６月 明光ナショナル証券株式会社監

査役退任 

1 

   計 2,654 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況 

①基本的な考え方 

 当社は経営を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、効率性を求めた経営を行うとともに、経営の透明性と健全性の

観点からタイムリーなディスクロージャーを重視し、積極的に正確な情報開示を実施し、機動的なＩＲ活動に努めて

おります。 

  

②施策の実施状況 

 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 ・経営管理機構及び業務執行体制 

 当社は監査役制度を採用しており、取締役13名のうち社外取締役1名、監査役4名のうち常勤監査役1名、非常勤

監査役3名（うち社外監査役2名）となっております。取締役会は、経営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づ

け、さらに取締役会の意思決定に基づき、各エリアの統轄責任者であるブロック長が責任を持って業務を遂行し、

月2回行われるブロック長会議で進捗状況を確認する体制をとっております。 

 また、監査役会は定められた基準に従い、取締役会及び重要な会議等への出席や財産、取引の調査等を通じ、取

締役の職務遂行の監査を行っております。 

 さらに、必要に応じて開催される経営会議は常務取締役以上の役付取締役で構成され、取締役会に付議する事

項、取締役会から委任された事項等、経営の重要事項について審議しております。 

  

 ・内部統制 

 社長の命により監査室を設け、内部監査によって会社の業務及び財産の実態調査、経営の合理化、効率化及び業

務の適正な遂行を図っております。 

  

 ・会計監査 

 会計監査はあずさ監査法人に依頼しており、当社グループの会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相

談し、アドバイスを受けております。 

  

 ・弁護士、税理士等その他第三者の状況 

 顧問弁護士及び税理士、コンサルタントから必要に応じて専門的なアドバイスを受けられる協力体制となってお

ります。 

  

③会社と会社の社外取締役及び社外取締役の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要 

 特別な人的関係、資本的関係等はありません。 

  

④会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

・取締役及び監査役が出席する取締役会を毎月１回開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。

・上期、下期の各期スタート月に全社員合同の経営方針発表会を開催し、全社員へ経営方針の伝達を行っておりま

す。 

・定常的な業務運営上の重要事項については、各エリアの統轄責任者及び各部支店長が出席する会議を毎月１回開

催し、効率的業務運営を行っております。 

  

(2)役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであり

ます。 

役員報酬 監査報酬 

    

取締役に支払った報酬 126,231千円 

監査役に支払った報酬 16,500千円 

計 142,731千円 

監査証明に係る報酬 17,000千円 

その他 3,000千円 

計 20,000千円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）は改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）は改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

 また、当連結会計年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項の

ただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第66期事業年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、

第67期事業年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

 また、当事業年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日ま

で）及び第66期事業年度（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成15年４月１

日から平成16年３月31日まで）及び第67期事業年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）の連結財務諸

表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,989,228   1,051,988  

２．受取手形及び売掛金   17,064,667   18,244,044  

３．有価証券   102,771   102,807  

４．たな卸資産   4,019,079   4,001,286  

５．債権売却未収入金等 ※４  1,221,144   2,079,323  

６．繰延税金資産   287,379   180,630  

７．その他   953,417   489,064  

貸倒引当金   -293,845   -208,376  

流動資産合計   26,343,843 68.5  25,940,768 64.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物 ※１ 3,575,605   3,676,635   

減価償却累計額  1,383,269 2,192,336  1,474,054 2,202,581  

(2)機械装置及び運搬具  107,380   115,572   

減価償却累計額  85,142 22,238  87,996 27,576  

(3)土地 
※１ 
※５ 

 5,733,457   5,908,837  

(4)建設仮勘定   8,340   45,203  

(5)その他  151,861   146,289   

減価償却累計額  101,001 50,859  99,274 47,014  

有形固定資産合計   8,007,232 20.8  8,231,213 20.4 

２．無形固定資産        

(1）営業権   2,400   4,800  

(2）ソフトウェア   18,802   13,699  

(3）その他   23,890   23,890  

無形固定資産合計   45,092 0.1  42,390 0.1 

 



  
前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券 
※１ 
※６ 

 1,247,362   2,519,907  

(2)長期貸付金   1,234,754   2,336,741  

(3)長期滞留債権 ※８  1,043,424   1,035,455  

(4)保険積立金   802,559   823,193  

(5)敷金及び保証金   453,307   475,077  

(6)繰延税金資産   42,454   35,195  

(7)その他   774,248   652,969  

貸倒引当金   -1,526,175   -1,704,905  

投資その他の資産合計   4,071,936 10.6  6,173,635 15.3 

固定資産合計   12,124,260 31.5  14,447,238 35.8 

資産合計   38,468,104 100.0  40,388,007 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   14,805,835   16,542,676  

２．短期借入金   4,457,000   180,000  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,366,554   2,930,975  

４．一年内償還予定の社債   100,000   600,000  

５．未払法人税等   380,009   283,749  

６．賞与引当金   308,200   243,800  

７．その他   537,153   443,827  

流動負債合計   21,954,752 57.1  21,225,028 52.6 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   1,900,000   3,700,000  

２．長期借入金 ※１  5,249,803   4,953,898  

３．繰延税金負債   288,019   492,789  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※５  235,203   235,203  

５．退職給付引当金   558,970   650,335  

６．役員退職慰労引当金   678,782   698,394  

７．預り保証金   524,061   507,713  

８．連結調整勘定   216,889   162,865  

９．その他   57,716   17,791  

固定負債合計   9,709,447 25.2  11,418,991 28.2 

負債合計   31,664,200 82.3  32,644,020 80.8 

 



  
前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   4,364 0.0  3,474 0.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※７  542,528 1.4  542,528 1.3 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1  434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金   5,430,864 14.2  5,796,847 14.4 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５  352,805 0.9  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  38,975 0.1  614,005 1.5 

Ⅵ 自己株式 ※７  -74 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   6,799,539 17.7  7,740,512 19.2 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  38,468,104 100.0  40,388,007 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   83,926,197 100.0  89,061,055 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  75,996,821 90.6  80,850,865 90.8 

売上総利益   7,929,376 9.4  8,210,189 9.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃及び荷造費  978,617   1,112,293   

２．貸倒引当金繰入額  135,603   －   

３．給与手当  2,617,332   2,811,159   

４．賞与引当金繰入額  292,551   230,000   

５．退職給付費用  113,131   140,631   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 33,290   29,928   

７．その他  2,563,914 6,734,441 8.0 2,829,245 7,153,258 8.0 

営業利益   1,194,934 1.4  1,056,931 1.2 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息及び配当金  104,402   125,923   

２．仕入割引  416,619   418,183   

３．賃貸収入  207,394   200,195   

４．連結調整勘定償却額  54,770   54,247   

５．その他  81,645 864,831 1.0 149,634 948,184 1.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  207,260   244,023   

２．手形売却損  157,786   167,435   

３．売上割引  131,987   144,995   

４．賃貸費用  50,504   67,622   

５．その他  79,943 627,481 0.7 81,364 705,441 0.8 

経常利益   1,432,283 1.7  1,299,674 1.5 

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入  －   3,645   

２．投資有価証券売却益  －   1,585   

３．会員権売却益  － － － 16,885 22,116 0.0 

 



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  －   246,703   

２．債権譲渡損  －   89,125   

３．固定資産除却損 ※２ 1,987   5,130   

４．投資有価証券評価損  103,956   732   

５．投資有価証券売却損  30,512   1,476   

６．会員権評価損  4,900   16,500   

７．会員権売却損  3,895   3,500   

８．和解金  300,000 445,251 0.5 － 363,168 0.4 

税金等調整前当期純利
益 

  987,032 1.2  958,622 1.1 

法人税、住民税及び事
業税 

 537,500   546,200   

法人税等調整額  -86,422 451,077 0.6 -65,097 481,102 0.6

少数株主利益(－)又は
少数株主損失 

   － －   537 0.0 

当期純利益   535,954 0.6  478,057 0.5 

        

  
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高     434,439

資本準備金期首残高  434,439 434,439     

Ⅱ 資本剰余金期末残高   434,439  434,439 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高     

連結剰余金期首残高  4,982,656 4,982,656   5,430,864 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  535,954  478,057  

２．土地再評価差額金取崩
額 

 241 536,195 － 478,057 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 配当金  87,987   105,583   

 役員賞与  － 87,987 6,490 112,074 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,430,864  5,796,847 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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    

税金等調整前当期純利益  987,032 958,622 

減価償却費  92,177 107,651 

社債発行費償却  50,000 44,250 

連結調整勘定償却額  -54,770 -54,247 

退職給付引当金の増減額（－は減
少） 

 49,550 91,364 

役員退職慰労引当金の増減額（－
は減少） 

 28,667 19,612 

貸倒引当金の増減額（－は減少）  18,673 93,261 

賞与引当金の増減額（－は減少）  -26,800 -64,400 

受取利息及び配当金  -104,402 -125,923 

仕入割引  -416,619 -418,183 

支払利息  207,260 244,023 

手形売却損  157,786 167,435 

投資有価証券評価損  103,956 732 

投資有価証券売却損益（－は益）  30,512 -167 

その他の損益項目  10,062 -10,386 

売上債権の増減額（－ 
は増加） 

 3,184,123 -1,020,443 

たな卸資産の増減額（－は増加）  -39,630 17,793 

債権売却未収入金等の増減額（－
は増加） 

 － -858,179 

仕入債務の増減額（－は減少）  -785,796 1,736,101 

役員賞与の支払額  -1,870 -6,500 

その他  -1,406,933 -182,395 

小計  2,082,978 740,021 

利息及び配当金の受取額  525,913 540,500 

利息の支払額  -363,459 -417,329 

法人税等の支払額  -449,859 -642,006 

法人税等の還付額  5,790 27,913 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,801,363 249,098 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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    

投資有価証券の取得による支出  -265,472 -360,077 

投資有価証券の売却による収入  21,727 90,256 

子会社株式の取得による支出  － -50,000 

子会社株式の売却による収入  1,900 － 

新規連結子会社株式取得による収
入 

 399,686 － 

営業権の取得による支出  － -4,000 

貸付けによる支出  -9,265,384 -3,762,741 

貸付金の回収による収入  8,577,957 2,985,520 

有形固定資産の取得による支出  -36,322 -336,763 

有形固定資産の売却による収入  10,500 － 

会員権取得による支出  -3,650 － 

会員権売却による収入  38,194 155,885 

その他  -5,411 -21,769 

投資活動によるキャッシュ・フロー  -526,275 -1,303,689 

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  -5,621,668 -4,277,000 

長期借入による収入  4,050,000 3,225,000 

長期借入金の返済による支出  -1,924,688 -1,956,483 

長期性預金への預入  -300,000 － 

社債の発行による収入  2,000,000 2,500,000 

社債の償還による支出  － -200,000 

社債発行費の支出  -50,000 -44,250 

自己株式の取得による支出  -68 -229 

配当金の支払額  -87,741 -104,649 

その他  － -25,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  -1,934,167 -882,613 

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  -659,079 -1,937,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,751,079 3,092,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,092,000 1,154,795 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

 同社は、平成14年７月の株式取得

に伴い、当連結会計年度より新たに

連結対象といたしました。 

(1)連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

  

 (2)非連結子会社名 

橋本機設株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（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及ぼしていな

いためであります。 

(2)非連結子会社名 

株式会社ハットリビング（平成16年２

月12日付で橋本機設株式会社から社名

変更） 

（連結の範囲から除いた理由） 

同 左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社 

株式会社ハットリビング（平成16年２

月12日付で橋本機設株式会社から社名

変更） 

（持分法を適用しない理由） 

同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

(イ)たな卸資産 

商品 

同 左 

 (ロ)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） 

(ロ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同 左 

 (ハ)デリバティブ 

時価法 

(ハ)デリバティブ 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  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   ６年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～17年 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  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 

 営業権については、取得後5年間の

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 

(ロ)無形固定資産 

同 左 

 (ハ)長期前払費用 

定額法 

(ハ)長期前払費用 

同 左 

(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。 

同 左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(イ)貸倒引当金 

同 左 

 (ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

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。 

(ロ)賞与引当金 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 (ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 なお、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適

格退職年金制度に係る差異△245,703

千円）については、５年による按分額

を費用処理しております。 

 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。 

(ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 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。 

 また、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適

格退職年金制度に係る差異△245,703

千円）については、5年による按分額

を費用処理しております。 

 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 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同 左 

(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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

・ヘッジ対象 

借入金、預金 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同 左 

・ヘッジ対象 

同 左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同 左 

 (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。 

(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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同 左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却し

ております。 

同 左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同 左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同 左 



表示方法の変更 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

─────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「債権売却未収

入金等の増減額（－は増加）」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度に含まれている「債権売却未収

入金等の増減額（－は増加）」は、-781,909千円であり

ます。 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

※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ており

ます。 

(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

   

 建物及び構築物 646,014千円 

 土地 3,863,983千円 

計 4,509,997千円 

   

   

 建物及び構築物 616,790千円 

 土地 3,863,983千円 

計 4,480,774千円 

   

上記に対する債務 上記に対する債務 

 長期借入金 2,050,000千円  長期借入金 2,050,000千円 

(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。 

(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。 

 建物及び構築物 1,024,697千円 

 土地 740,000千円 

 投資有価証券 392,615千円 

計 2,157,313千円 

 建物及び構築物 1,002,276千円 

 土地 740,000千円 

 投資有価証券 814,204千円 

計 2,556,481千円 

２．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金77,726千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

２．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金63,203千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの借入金

30,000千円につき、㈱三井住友銀行に債務保証を

行っております。 

３．受取手形割引高及び裏書譲渡高 ３．受取手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 9,453,273千円 

 受取手形裏書譲渡高 24,269千円 

 受取手形割引高 4,217,529千円 

 受取手形裏書譲渡高 1,052千円 

※４．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(82,729千円)及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額(1,138,415千

円)であります。 

※４．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(480,293千円)及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額(1,599,030千

円)であります。 

 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

※５．土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に

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。 

※５．土地再評価 

同 左 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月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。 

再評価の方法 

同 左 

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 

-189,769千円 

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 

-302,025千円 

  

※６．非連結子会社の株式 ※６．非連結子会社の株式 

 非連結子会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

 非連結子会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

投資有価証券（株式） 11,200千円 投資有価証券（株式） 61,200千円 

※７．発行済株式数等 ※７．発行済株式数等 

当社の発行済株式総数 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

140

  

株 

当社の発行済株式総数 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

190

  

株 

※８．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

※８．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額33,975千円を売上原

価に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額6,858千円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 1,699千円 

 機械及び装置 288千円 

     

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 296千円 

 機械及び装置 1,120千円 

 器具備品 3,713千円 

   



（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14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

     

現金及び預金    2,989,228 

有価証券    102,771 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   3,092,000 

 

     

現金及び預金    1,051,988 

有価証券    102,807 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   1,154,795 

 

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。 

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

          

──────── 

大明工機㈱（平成14年9月30日現在） 

 流動資産 2,344,246千円 

 固定資産 454,310千円 

 流動負債 -1,983,533千円 

 固定負債 -351,172千円 

 連結調整勘定 -273,850千円 

 同社株式の取得価額 190,000千円 

同社の現金及び現金同等物 -589,686千円 

差引：同社取得による収入 399,686千円 

 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  529,420  122,847  723,983 

減価償却

累計額相

当額 

 7,667  301,631  55,320  364,619 

期末残高

相当額 
 64,048  227,788  67,526  359,363 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  551,262  142,367  765,346 

減価償却

累計額相

当額 

 17,508  349,517  81,285  448,311 

期末残高

相当額 
 54,207  201,745  61,082  317,035 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 128,572千円 

１年超 230,790千円 

合計 359,363千円 

１年以内 115,116千円 

１年超 201,918千円 

合計 317,035千円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同 左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 102,481千円 

減価償却費相当額 102,481千円 

支払リース料 139,947千円 

減価償却費相当額 139,947千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同 左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成15年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、減損処理（103,956千円）を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価として

記載しております。 

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

   (1)株式 261,363 426,794 165,430 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
 (2)その他 － － － 

  小計 261,363 426,794 165,430 

   (1)株式 691,079 624,247 -66,831 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
 (2)その他 121,616 107,634 -13,981 

  小計 812,695 731,881 -80,813 

  合計 1,074,058 1,158,675 84,616 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

21,727 － 30,512 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 11,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 113,501 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 66,757 



当連結会計年度（平成16年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

  (1)株式 1,012,178 2,059,535 1,047,356 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
(2)その他 23,760 33,192 9,431 

  小計 1,035,939 2,092,727 1,056,788 

  (1)株式 3,863 2,994 -869 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
(2)その他 283,181 272,116 -11,065 

  小計 287,045 275,110 -11,934 

  合計 1,322,984 2,367,838 1,044,854 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

90,656 1,691 1,476 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 61,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 112,285 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 81,391 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．金利キャップ取引の契約額の（ ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金、預金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成15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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
4,000,000 3,000,000 -57,716 -57,716 

金利キャップ取引 

買建 

700,000 

(26,894) 
－ 0 -26,894 

合計 4,700,000 3,000,000 -57,716 -84,611 



当連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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、金利関連の金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金、預金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

当連結会計年度（平成16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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
5,500,000 5,000,000 -14,085 -14,085 

合計 5,500,000 5,000,000 -14,085 -14,085 



（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、退職一時金制度については、昭和42年10月から適格退職年金制度への移行を段階的に行い、平成元年10

月までに85％移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （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 

 （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。 

  
前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

 （１）退職給付債務 -1,273,388 -1,353,142 

 （２）年金資産 726,644 763,311 

 （３）未積立退職給付債務（１）＋（２） -546,744 -589,830 

 （４）未認識年金資産 -54,613 -65,397 

 （５）会計基準変更時差異の未処理額 0 0 

 （６）未認識数理計算上の差異 159,340 163,786 

 （７）未認識過去勤務債務 22,248 19,776 

 

（８）連結貸借対照表計上額純額 

（３）＋（４）＋（５）＋（６）＋

（７） 

-419,768 -471,665 

 （９）前払年金費用 139,202 178,670 

 （10）退職給付引当金（８）－（９） -558,970 -650,335 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 金額（千円） 金額（千円） 

退職給付費用 113,131 140,631 

（１）勤務費用 85,628 104,487 

（２）利息費用 28,634 24,253 

（３）期待運用収益（減算） -11,107 -7,266 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

（５）過去勤務債務の費用処理額 2,472 2,472 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 7,505 16,685 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （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事業年度から費用処理することとしております。 

 
前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

（１）割引率 2.0％ 2.0％ 

（２）期待運用収益率 1.5％ 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 5年 

（６）数理計算上の差異の処理年数（注） 10年 10年 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 38,183千円

賞与引当金限度超過額 108,918千円

貸倒引当金限度超過額 559,441千円

退職給付引当金限度超過額 107,139千円

役員退職慰労引当金限度超過額 288,312千円

投資有価証券評価損 27,011千円

その他 76,968千円

繰延税金資産小計 1,205,976千円

評価性引当額 -15,483千円

 繰延税金資産合計 1,190,492千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,096,033千円

土地再評価差額 -235,203千円

その他有価証券評価差額金 -33,762千円

連結子会社の資産の評価差額 -18,881千円

繰延税金負債合計 -1,383,881千円

繰延税金負債の純額 -193,388千円

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 26,800千円

賞与引当金限度超過額 97,796千円

貸倒引当金限度超過額 589,916千円

退職給付引当金限度超過額 153,454千円

役員退職慰労引当金限度超過額 296,157千円

投資有価証券評価損 27,304千円

その他 72,882千円

繰延税金資産小計 1,264,312千円

評価性引当額 -18,678千円

 繰延税金資産合計 1,245,634千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,086,078千円

土地再評価差額 -235,203千円

その他有価証券評価差額金 -417,638千円

連結子会社の資産の評価差額 -18,881千円

繰延税金負債合計 -1,757,802千円

繰延税金負債の純額 -512,167千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.5％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.1％

留保金額に対する税額 2.1％

住民税均等割等 0.7％

評価性引当額 1.6％

税率変更による影響額 -1.2％

連結調整勘定償却額 -2.3％

その他 -0.6％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.7％

法定実効税率 42.0％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
4.3％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.2％

留保金額に対する税額 1.4％

住民税均等割等 0.7％

連結調整勘定償却額 -2.3％

その他 4.3％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
50.2％

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴い、当

連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（平成16年４月１日以降解消が見込まれるものに限

る。）に使用した法定実効税率は、42％から40％に変

更されました。この変更により、繰延税金負債の金額

（繰延税金資産を控除した金額）が11,995千円減少

し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が

11,995千円、土地再評価差額金が11,760千円、その他

有価証券評価差額金が1,461千円、それぞれ増加してお

ります。 

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

         ─────── 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日）及び当連結会計年度（自平成15年４月１日 至

平成16年３月31日） 

 当社グループは、管工機材・住宅設備機器の卸業者として、同一セグメントに属する管材類、衛生陶器・金

具類及び住設機器類の仕入、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日）及び当連結会計年度（自平成15年４月１日 至

平成16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。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日）及び当連結会計年度（自平成15年４月１日 至

平成16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14年４月１日 至平成15年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(有)ハット企画への保険料の支払については、保険契約に基づくものであり一般取引先の条件と同様であり

ます。 

３．当社社長橋本政昭及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

４．当連結会計年度より、より積極的開示の観点から、(有)ハット企画との取引について開示することといたし

ました。 

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権
等の所
有（被
所有）
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 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
過半数を自己の
計算において所
有している会社 

(有)ハット企画 
東京都
渋谷区 

100,000 保険代理業 20.8 兼任2名
損害保険
等の仲介

保険料の仲介 
（注２） 

7,587 － －

                        



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１株当たり純資産額 772円05銭

１株当たり当期純利益 60円17銭

１株当たり純資産額 879円15銭

１株当たり当期純利益 53円74銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当期純利益（千円） 535,954 478,057 

普通株主に帰属しない金額（千円） 6,500 5,200 

（うち利益処分による役員賞与金） (6,500) (5,200) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 529,454 472,857 

期中平均株式数（株） 8,798,738 8,798,637 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

橋本総業株式会社 第１回無担保社債 
平成14年 

９月30日 
1,000,000 1,000,000 0.60 なし 

平成19年 

９月28日 

橋本総業株式会社 第２回無担保社債(注)１ 
平成15年 

２月19日 

1,000,000 

(100,000)

900,000 

(100,000)
0.61 なし 

平成20年 

１月31日 

橋本総業株式会社 第３回無担保社債(注)１ 
平成15年 

８月25日 

－ 

(－)

900,000 

(200,000)
0.41 なし 

平成20年 

８月25日 

橋本総業株式会社 第４回無担保社債(注)１ 
平成15年 

12月10日 

－ 

(－)

1,000,000 

(200,000)
1.06 なし 

平成20年 

12月30日 

橋本総業株式会社 第５回無担保社債(注)１ 
平成16年 

２月10日 

－ 

(－)

500,000 

(100,000)
0.69 なし 

平成21年 

２月10日 

合計 － － 
2,000,000 

(100,000)

4,300,000 

(600,000)
－ － － 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

600,000 600,000 600,000 2,100,000 400,000 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 4,457,000 180,000 1.66 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,366,554 2,930,975 1.51 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,249,803 4,953,898 1.64 平成17年～26年

その他の有利子負債 371,359 342,457 0.03 － 

合計 11,444,717 8,407,331 － － 

 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 1,765,685 2,492,307 631,099 11,099 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成15年３月31日） 
当事業年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,576,929   873,622  

２．受取手形    3,755,841   3,929,788  

３．売掛金   12,166,957   13,560,219  

４．有価証券   102,771   102,807  

５．商品   3,741,101   3,718,089  

６．前渡金   2,920   3,732  

７．前払費用   58,448   97,155  

８．繰延税金資産   271,971   173,609  

９．短期貸付金   545,246   64,139  

10．未収入金   266,220   279,300  

11．債権売却未収入金等 ※９  1,221,144   2,079,323  

12．その他   50,387   28,858  

貸倒引当金   -279,087   -195,504  

流動資産合計   24,480,853 67.4  24,715,143 63.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 3,100,772   3,168,444   

減価償却累計額  1,138,475 1,962,297  1,211,756 1,956,687  

(2）構築物  131,542   164,900   

減価償却累計額  104,599 26,943  112,569 52,330  

(3）機械及び装置  94,282   102,474   

減価償却累計額  74,759 19,523  76,767 25,707  

(4）車両運搬具  9,230   9,230   

減価償却累計額  6,707 2,522  7,551 1,679  

(5）器具備品  145,349   141,695   

減価償却累計額  95,655 49,693  95,192 46,503  

(6）土地 
※１ 
※２ 

 5,639,112   5,814,492  

(7）建設仮勘定   8,340   45,203  

有形固定資産合計   7,708,432 21.2  7,942,604 20.4 

 



  
前事業年度 

（平成15年３月31日） 
当事業年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

２．無形固定資産        

(1）営業権   2,400   4,800  

(2）借地権   4,487   4,487  

(3）ソフトウェア   18,802   13,699  

(4）電話加入権   16,914   16,914  

無形固定資産合計   42,603 0.1  39,901 0.1 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  1,188,895   2,399,935  

(2）関係会社株式   199,299   249,299  

(3）出資金   4,370   4,370  

(4）長期貸付金   1,221,428   2,324,688  

(5）従業員長期貸付金   10,936   9,995  

(6）長期滞留債権 ※６  1,001,388   996,347  

(7）長期前払費用   7,176   5,429  

(8）保険積立金   756,457   782,551  

(9）敷金及び保証金   436,260   461,490  

(10）会員権   322,168   163,168  

(11）その他   439,202   478,670  

貸倒引当金   -1,484,139   -1,665,796  

投資その他の資産合計   4,103,443 11.3  6,210,150 16.0 

固定資産合計   11,854,479 32.6  14,192,655 36.5 

資産合計   36,335,332 100.0  38,907,799 100.0 

 



  
前事業年度 

（平成15年３月31日） 
当事業年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形    6,929,632   7,839,718  

２．買掛金   6,827,113   8,099,051  

３．短期借入金   4,275,000   －  

４．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,269,750   2,781,996  

５．一年内償還予定の社債   100,000   600,000  

６．未払金   190,885   165,159  

７．未払費用   73,369   68,210  

８．未払法人税等   378,809   278,181  

９．未払消費税等   96,457   59,319  

10．前受金   19,042   13,247  

11．預り金   37,956   51,733  

12．前受収益   2,219   2,291  

13．賞与引当金   280,000   230,000  

14．その他   101,623   77,465  

流動負債合計   20,581,860 56.6  20,266,374 52.1 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   1,900,000   3,700,000  

２．長期借入金 ※１  4,812,500   4,707,254  

３．繰延税金負債   269,137   473,907  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※２  235,203   235,203  

５．退職給付引当金   498,275   592,389  

６．役員退職慰労引当金   678,782   698,394  

７．預り保証金    524,061   507,713  

８．その他   57,716   17,791  

固定負債合計   8,975,678 24.7  10,932,653 28.1 

負債合計   29,557,538 81.3  31,199,028 80.2 

        

 



  
前事業年度 

（平成15年３月31日） 
当事業年度 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  542,528 1.5  542,528 1.4 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  434,439   434,439   

資本剰余金合計   434,439 1.2  434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  75,482   75,482   

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  1,603,988   1,644,050   

(2）別途積立金  2,870,000   3,240,000   

３．当期未処分利益  854,781   809,381   

利益剰余金合計   5,404,252 14.9  5,768,913 14.8 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  352,805 1.0  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  43,842 0.1  610,196 1.6 

Ⅵ 自己株式 ※５  -74 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   6,777,794 18.7  7,708,770 19.8 

負債資本合計   36,335,332 100.0  38,907,799 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   82,345,989 100.0  86,816,350 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  3,668,740   3,741,101   

２．当期商品仕入高  74,754,136   79,014,627   

合計  78,422,877   82,755,729   

３．商品期末たな卸高 ※１ 3,741,101 74,681,775 90.7 3,718,089 79,037,639 91.0 

売上総利益   7,664,213 9.3  7,778,710 9.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  956,685   1,085,068   

２．支払手数料  224,215   294,787   

３．旅費交通費  171,699   192,935   

４．通信費  159,702   161,563   

５．交際費  65,777   81,082   

６．貸倒引当金繰入額  135,662   －   

７．役員報酬  146,658   142,731   

８．給料手当  2,477,748   2,587,436   

９．賞与引当金繰入額  280,000   230,000   

10．退職給付費用  122,270   132,852   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 33,290   29,928   

12．法定福利費及び福利厚
生費 

 625,408   631,345   

13．賃借料  451,133   481,041   

14．事務用消耗品費  119,894   139,786   

15．減価償却費  57,743   70,490   

16．租税公課  83,824   69,836   

17．その他  333,643 6,445,358 7.8 347,405 6,678,291 7.7 

営業利益   1,218,854 1.5  1,100,419 1.3 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  89,521   107,074   

２．受取配当金  14,679   19,076   

３．仕入割引  416,619   418,183   

４．賃貸収入  207,394   200,195   

５．その他  72,775 800,989 1.0 137,449 881,978 1.0 

 



  
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  202,276   229,555   

２．手形売却損  155,421   167,435   

３．売上割引  131,987   144,946   

４．賃貸費用  50,504   67,622   

５．その他  79,644 619,833 0.8 81,364 690,924 0.8 

経常利益   1,400,009 1.7  1,291,473 1.5 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益   －   591   

２．会員権売却益  － － － 16,885 17,477 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  －   246,703   

２．債権譲渡損   －   89,125   

３．固定資産除却損 ※２ －   4,605   

４．投資有価証券評価損  103,956   732   

５．投資有価証券売却損  30,512   1,476   

６．会員権評価損  5,150   16,500   

７．会員権売却損  3,895   3,500   

８．和解金  300,000 443,513 0.5 － 362,642 0.4 

税引前当期純利益   956,496 1.2  946,308 1.1 

法人税、住民税及び事
業税 

 539,000   545,000   

法人税等調整額  -91,846 447,153 0.6 -74,437 470,562 0.5 

当期純利益   509,342 0.6  475,745 0.6 

前期繰越利益   345,197   333,635  

土地再評価差額金取崩
額 

  241   －  

当期未処分利益   854,781   809,381  

        



③【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

重要な会計方針 

  
前事業年度 

（平成15年６月26日） 
当事業年度 

（平成16年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   854,781  809,381 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 15,248 15,248 14,933 14,933 

合計   870,029  824,314 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  105,583  140,777  

２．役員賞与金  5,500  5,200  

（うち監査役賞与金）  (1,200)  (1,200)  

３．固定資産圧縮積立金  55,309  －  

４．別途積立金  370,000 536,393 380,000 525,977 

Ⅳ 次期繰越利益   333,635  298,337 

      

 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３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……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式 

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 

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同 左 

 



 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………７～50年 

 建物附属設備……６～18年 

 構築物……………６～30年 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………４～50年 

 建物附属設備……３～18年 

 構築物……………６～30年 

 （2）無形固定資産……営業権について

は、取得後５年間の均等償却によっ

ております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

（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．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。 

同 左 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同 左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同 左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

(3)退職給付引当金 

同 左 

 



 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同 左 

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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金、預金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……同 左 

・ヘッジ対象……同 左 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

③ヘッジ方針 

同 左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

９．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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同 左 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 

 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基

準」（企業会計基準第１号）が平成14年４月１日以後

に適用されることになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準によっております。これによる当事業年

度の損益に与える影響は軽微であります。 

 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資本の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

 ─────── 

２．１株当たり情報 

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業

会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）が平成14年４月１日以後開始する事業年度に係る

財務諸表から適用されることになったことに伴い、当

事業年度から同会計基準及び適用指針によっておりま

す。なお、これによる影響については、「１株当たり

情報に関する注記」に記載しております。 

  

 ─────── 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「保険積立金」は総資産額の100分

の１を超えることとなったため、区分掲記することに変

更しました。 

 なお、前事業年度における「保険積立金」の金額は

293,059千円であります。 

 ─────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成15年３月31日） 

当事業年度 
（平成16年３月31日） 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

建物 451,467千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,285,332千円 

建物 433,136千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,267,001千円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 1,850,000千円 長期借入金 1,850,000千円 

(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。 

(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。 

建物 1,024,697千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 392,615千円 

計 2,157,313千円 

建物 1,002,276千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 814,204千円 

計 2,556,481千円 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に係る税

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 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

-189,769千円 

※２．         同 左 

 

 

 

 

 

再評価の方法 

同 左 

 

 

 

 

 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 

-302,025千円 

※３．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

※３．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

 ４．商法第290条第１項第６号の規定により、配当に充

当することが制限されている金額は、43,842千円で

あります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

 ４．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、610,196

千円であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成15年３月31日） 

当事業年度 
（平成16年３月31日） 

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式140株

であります。 

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式190株

であります。 

※６．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※６．         同 左 

７．保証債務 ７．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金77,726千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金63,203千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの借入金

30,000千円につき㈱三井住友銀行に債務保証を行っ

ております。 

８．受取手形割引高 9,163,489千円 

受取手形裏書譲渡高 2,106千円 

８．受取手形割引高 4,076,486千円 

受取手形裏書譲渡高 1,052千円 

※９．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（82,729千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（1,138,415 千

円）であります。 

※９．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（480,293千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（1,599,030千

円）であります。 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額33,975千円を売上原

価に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額6,858千円を売上原価

に算入しております。 

※２．       ─────── 

     

     

     

     

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 296千円 

 機械及び装置 1,120千円 

 器具備品 3,188千円 

   



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） 

 当連結会計年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。）について

は、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  構築物  器具備品  
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  507,735  79,812  659,263 

減価償却

累計額相

当額 

 7,667  287,220  30,216  325,104 

期末残高

相当額 
 64,048  220,514  49,595  334,158 

  構築物  
器具備品

等 
 
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  529,578  99,332  700,626 

減価償却

累計額相

当額 

 17,508  330,890  47,574  395,973 

期末残高

相当額 
 54,207  198,687  51,758  304,652 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 115,749千円 

１年超 218,408千円 

合計 334,158千円 

１年以内 103,451千円 

１年超 201,201千円 

合計 304,652千円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同 左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 90,727千円 

減価償却費相当額 90,727千円 

支払リース料 127,124千円 

減価償却費相当額 127,124千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同 左 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 38,183千円 

賞与引当金限度超過額 99,272千円 

貸倒引当金限度超過額 548,728千円 

退職給付引当金限度超過額 85,777千円 

役員退職慰労引当金限度超過額 271,512千円 

投資有価証券評価損 27,011千円 

会員権評価損 20,538千円 

その他 42,266千円 

 繰延税金資産小計 1,133,291千円 

評価性引当額 -5,196千円 

繰延税金資産合計 1,128,095千円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,096,033千円 

土地再評価差額 -235,203千円 

その他有価証券評価差額金 -29,228千円 

繰延税金負債合計 -1,360,465千円 

繰延税金負債の純額 -232,370千円 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 26,800千円 

賞与引当金限度超過額 92,000千円 

貸倒引当金限度超過額 580,622千円 

退職給付引当金限度超過額 132,429千円 

役員退職慰労引当金限度超過額 279,357千円 

投資有価証券評価損 27,304千円 

会員権評価損 26,018千円 

その他 46,721千円 

 繰延税金資産小計 1,211,255千円 

評価性引当額 -18,678千円 

繰延税金資産合計 1,192,577千円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,086,078千円 

土地再評価差額 -235,203千円 

その他有価証券評価差額金 -406,797千円 

繰延税金負債合計 -1,728,079千円 

繰延税金負債の純額 -535,502千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.1％ 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.1％ 

留保金額に対する税額 2.2％ 

住民税均等割等 0.6％ 

税率変更による影響額 -1.2％ 

その他 0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.7％ 

法定実効税率 42.0％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.9％ 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.2％ 

留保金額に対する税額 1.4％ 

住民税均等割等 0.6％ 

その他 2.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
49.7％ 

  

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（平成16年４月１日以降解消が見込まれるものに限

る。）に使用した法定実効税率は、前期42％から当

期40％に変更されました。この変更により、繰延税

金負債の金額（繰延税金資産を控除した金額）が

11,995千円減少し、当期に計上された法人税等調整

額が11,995千円、土地再評価差額金が11,760千円、

その他有価証券評価差額金が1,461千円、それぞれ増

加しております。 

３．税効果会計に係る法定実効税率の変更 

─────── 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１株当たり純資産額 769円69銭

１株当たり当期純利益 57円26銭

１株当たり純資産額 875円54銭

１株当たり当期純利益 53円47銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）を適用しております。 

 なお、これによる影響は軽微であります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当期純利益（千円） 509,342 475,745 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,500 5,200 

（うち利益処分による役員賞与金） (5,500) (5,200) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 503,842 470,545 

期中平均株式数（株） 8,798,738 8,798,637 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

東陶機器㈱ 423,096 494,599 

積水化学工業㈱ 335,563 238,585 

住友商事㈱ 224,716 210,558 

ダイキン工業㈱ 77,754 203,715 

㈱キッツ 402,559 108,690 

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 105 108,150 

㈱荏原 168,410 101,551 

㈱みずほフィナンシャルグループ 110 104,480 

㈱エプコ 140 86,800 

㈱アベルコ 73,000 65,627 

その他34銘柄 2,681,544 362,391 

計 4,386,997 2,085,149 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

有価証券 
その他有

価証券 

大和證券  ダイワＭＭＦ 51,445,750 51,445 

つばさ証券 ダイワＭＭＦ 51,361,979 51,361 

小計 102,807,729 102,807 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 8,967,224 9,477 

十二単衣 210,000,000 215,040 

バラエティ・オープン 34,148,342 32,826 

アクティブ・ニッポン 44,275,770 24,249 

日本株スタイル 30,000,000 22,353 

インカムストラテージー 7,700 6,152 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 4,686 

小計 340,049,036 314,786 

計 442,856,765 417,593 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 3,100,772 69,704 2,032 3,168,444 1,211,756 75,017 1,956,687 

構築物 131,542 33,357 － 164,900 112,569 7,970 52,330 

機械及び装置 94,282 13,808 5,615 102,474 76,767 6,502 25,707 

車両運搬具 9,230 － － 9,230 7,551 843 1,679 

器具備品 145,349 7,649 11,303 141,695 95,192 7,652 46,503 

土地 5,639,112 175,379 － 5,814,492 － － 5,814,492 

建設仮勘定 8,340 45,203 8,340 45,203 － － 45,203 

有形固定資産計 9,128,629 345,103 27,291 9,446,441 1,503,837 97,986 7,942,604 

無形固定資産        

営業権 4,000 4,000 － 8,000 3,200 1,600 4,800 

借地権 4,487 － － 4,487 － － 4,487 

ソフトウェア 27,512 － 2,000 25,512 11,812 5,102 13,699 

電話加入権 16,914 － － 16,914 － － 16,914 

無形固定資産計 52,913 4,000 2,000 54,913 15,012 6,702 39,901 

長期前払費用 11,160 4,491 8,304 7,347 1,917 189 5,429 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

建物 東雲配送センター  消火栓・電気設備他 27,215千円 

  新潟支店 倉庫増築及び消火栓設備他 23,693千円 

構築物 東雲配送センター  テント新設 27,003千円 

土地 新潟支店 土地購入 175,379千円 

建設仮勘定 新潟支店 倉庫増築 45,203千円 



【資本金等明細表】 

 （注） １．当期末における自己株式数は、190株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 542,528 － － 542,528 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

普通株式 （千円） 542,528 － － 542,528 

計 （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

計 （千円） 542,528 － － 542,528 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （千円） 434,439 － － 434,439 

計 （千円） 434,439 － － 434,439 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 75,482 － － 75,482 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）２ 
（千円） 1,603,988 55,309 15,248 1,644,050 

別途積立金（注）２ （千円） 2,870,000 370,000 － 3,240,000 

計 （千円） 4,549,471 425,309 15,248 4,959,532 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注） 1,763,227 1,861,301 146,030 1,617,197 1,861,301 

賞与引当金 280,000 230,000 280,000 － 230,000 

役員退職慰労引当金 678,782 29,928 10,316 － 698,394 

区分 金額（千円） 

現金 251,150 

預金の種類  

当座預金 364,494 

普通預金 247,937 

納税準備預金 40 

自由金利型定期預金 10,000 

計 622,471 

合計 873,622 



ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

㈱フジ 367,659 

㈱福知商会 276,914 

㈱白井商店 180,254 

山利商事㈱ 109,461 

サークル機材㈱ 104,828 

その他 2,890,670 

合計 3,929,788 

期日 金額（千円） 

平成16年４月満期 534,885 

平成16年５月満期 336,727 

平成16年６月満期 559,856 

平成16年７月満期 1,628,105 

平成16年８月満期 806,995 

平成16年９月以降満期 63,217 

合計 3,929,788 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 345,555 

新菱冷熱工業㈱ 239,471 

㈱三晃空調 230,474 

栗田工業㈱ 201,394 

大江管材タイル㈱ 180,848 

その他 12,362,474 

合計 13,560,219 



(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

ホ 債権売却未収入金等 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
366 

12,166,957 91,399,019 90,005,757 13,560,219 86.9 51.5 

品目 金額（千円） 

管材  

管類 292,180 

継手類 443,121 

バルブ類 470,027 

化成品類 852,148 

工具関連機材 191,686 

小計 2,249,165 

衛生陶器・金具類 1,193,023 

住設機器・空調・その他  

給湯・厨房関連、空調関連 263,833 

ポンプ類 12,067 

小計 275,900 

合計 3,718,089 

相手先 金額（千円） 

㈱東京三菱銀行  526,972 

住友信託銀行㈱ 436,483 

商工組合中央金庫 330,697 

㈱みずほ銀行 326,819 

㈱三井住友銀行 308,754 

㈱ＵＦＪ銀行 149,596 

合計 2,079,323 



ヘ 長期貸付金 

② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

相手先 金額（千円） 

㈱福知商会 670,000 

サークル機材㈱ 560,000 

㈱フジ 450,000 

木川総業㈱ 300,000 

西部ムサシノ機設㈱ 164,000 

その他 180,688 

合計 2,324,688 

相手先 金額（千円） 

㈱ノーリツ 1,011,047 

住友商事㈱ 935,637 

東陶機器㈱ 847,439 

クリナップ㈱ 529,476 

荏原テクノサーブ㈱ 486,715 

その他 4,029,401 

合計 7,839,718 

期日 金額（千円） 

平成16年４月満期 1,894,618 

平成16年５月満期 1,935,711 

平成16年６月満期 1,741,513 

平成16年７月満期 1,598,584 

平成16年８月満期 669,290 

合計 7,839,718 



ロ 買掛金 

ハ 一年内返済の長期借入金 

ニ 社債                   4,300,000千円 

  内訳は１．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

ホ 長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

東陶機器㈱ 2,758,553 

積水化学工業㈱ 688,306 

住友商事㈱ 339,936 

㈱ノーリツ 221,463 

㈱キッツ 208,720 

その他 3,882,070 

合計 8,099,051 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 1,000,000 

商工組合中央金庫 458,332 

㈱東京三菱銀行 300,000 

住友信託銀行㈱ 200,000 

㈱りそな銀行 168,000 

その他 655,664 

合計 2,781,996 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 1,000,000 

㈱東京三菱銀行 900,000 

商工組合中央金庫 854,168 

住友信託銀行㈱ 600,000 

その他 1,353,086 

合計 4,707,254 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

株主名簿閉鎖の期間 ────── 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成14年６月27日  至 平成14年６月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年７月１日  至 平成14年７月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年８月１日  至 平成14年８月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年９月１日  至 平成14年９月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年10月１日  至 平成14年10月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年11月１日  至 平成14年11月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成14年12月１日  至 平成14年12月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年１月１日  至 平成15年１月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年２月１日  至 平成15年２月28日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年３月１日  至 平成15年３月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年４月１日  至 平成15年４月30日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年５月１日  至 平成15年５月31日）平成15年６月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成15年６月１日  至 平成15年６月26日）平成15年７月２日関東財務局長に提出 

（2）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第66期）（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）平成15年６月27日関東財務局長に提出 

（3）半期報告書 

 （第67期中）（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）平成15年12月19日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本

総業株式会社及び連結子会社の平成１５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手形及び

売掛金が12,994千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が12,375千円減少

したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ12,994千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻  裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本

総業株式会社及び連結子会社の平成１６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手形及び

売掛金が46,696千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が32,097千円減少

したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ33,702千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの第６６期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総業

株式会社の平成１５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処分利益

がそれぞれ12,994千円減少している。また、損益計算書については売上高が12,375千円減少したこと等により、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ12,994千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻  裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの第６７期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総業

株式会社の平成１６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処分利益

がそれぞれ46,696千円減少している。また、損益計算書については売上高が32,097千円減少したこと等により、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ33,702千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



【表紙】 

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【中間会計期間】 第68期中（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第68期中（平成17年３月期）」において、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の売上高

が33,169千円、経常利益が34,827千円、税金等調整前中間（当期）純利益及び税引前中間（当期）純利益が34,827千

円過大に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき「平成16年12月17日」に提出しました半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、そ

の監査報告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フローの状況 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第66期中間連結会計期間は、中間会計期間末が子会社株式のみなし取得日となるために、中間連結貸借対照

表のみ作成しており、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

は作成しておりません。 

  このため、純資産額、総資産額、１株当たり純資産額、自己資本比率及び従業員数のみ記載しております。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第66期中 第67期中 第68期中 第66期 第67期 

会計期間 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

売上高（千円） － 42,145,990 46,927,613 83,926,197 89,061,055 

経常利益（千円） － 547,786 538,781 1,432,283 1,299,674 

中間（当期）純利益（千円） － 278,593 250,214 535,954 478,057 

純資産額（千円） 6,450,649 7,215,937 7,818,970 6,799,539 7,740,512 

総資産額（千円） 39,830,094 38,481,817 40,370,590 38,468,104 40,388,007 

１株当たり純資産額（円） 733.13 820.11 888.66 772.05 879.15 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
－ 31.66 28.43 60.17 53.74 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 16.2 18.8 19.4 17.7 19.2 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
－ 865,499 885,396 1,801,363 249,098 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
－ -956,100 -397,767 -526,275 -1,303,689 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（千円） 
－ -196,462 -604,689 -1,934,167 -882,613 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（千円） 
－ 2,804,936 1,067,927 3,092,000 1,154,795 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

  

556 

(－)

  

586 

(88)

  

641 

(104)

  

547 

(74)

  

574 

(90)

  



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

３．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標は記載しておりません。 

回次 第66期中 第67期中 第68期中 第66期 第67期 

会計期間 

自平成14年 
４月１日 
至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

売上高（千円） 39,478,150 40,914,984 45,437,455 82,345,989 86,816,350 

経常利益（千円） 709,172 529,539 526,062 1,400,009 1,291,473 

中間（当期）純利益（千円） 190,632 264,016 245,824 509,342 475,745 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数(株) 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（千円） 6,450,649 7,175,621 7,774,301 6,777,794 7,708,770 

総資産額（千円） 37,213,175 36,669,053 38,734,140 36,335,332 38,907,799 

１株当たり純資産額（円） 733.13 815.53 883.58 769.69 875.54 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
21.66 30.00 27.93 57.26 53.47 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － 12.00 16.00 

自己資本比率（％） 17.3 19.6 20.1 18.7 19.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
565,633 － － － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
-1,645,839 － － － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
17,702 － － － － 

現金及び現金同等物の中間期末残

高（千円） 
2,688,576 － － － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

  

503 

(－)

  

538 

(87)

  

551 

(100)

  

500 

(74)

  

533 

(87)

  



２【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）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）及び関係会社（有限会社ハット企画）により構成されており、管工機材、衛生陶器、住宅設備機器、空調等の

販売を主たる業務としております。 

 なお、前連結会計年度まで非連結子会社であった株式会社ハットリビングは、当中間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。 

 事業系統図は下記のとおりです。 

 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。        

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業を営んでおりますが、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それぞれ90%を超え

るため、事業の種類別セグメントの記載を行っておりません。 

５．従業員数が前連結会計年度末に比べ67人増加しましたのは、主に㈱ハットリビングが連結子会社となったた

めであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。         

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成16年９月30日現在

従業員数（人） 
641 

(104) 

  平成16年９月30日現在

従業員数（人） 
551 

(100) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績  

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、設備投資を取り巻く環境の良好さから、企業収益の改善が目立

ち、個人消費においても、所得環境の悪化に歯止めがかかるなどリストラ懸念の後退が消費者心理に明るさを持た

せるなど、内需主導の景気の回復が見られました。 

 平成16年度の建設業界は、新規需要で民間住宅17.9兆円（前年比0.3％増）、民間非住宅8.4兆円（同8.7％増）

公共投資20.3兆円（同11.3％減）が見込まれ、全体では建設投資額（名目値ベース）で51.9兆円（同3.5％減）と

前年を下回ることが予想されます。 

  

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは、売上の向上と営業収益力が伸び、財務体質を強化するために、 

  ① 予算の100％達成         － 予算＝コミットメント（約束）の追求 

  ② 営業力の強化          － 行動力、商談力、受注力の強化 

  ③ 取引先ＣＳ度の向上       － ミス、ロス、クレーム対策の徹底 

  ④ 取引先サポート能力(ＲＳ)の向上 － 取引先の問題解決、提案充実 

  ⑤ 新規分野増分の追求       － 商材、得意先、分野別取組で、増分10％にチャレンジ 

  ⑥ 効率化の追求          － コストダウンと生産性向上で、効率化10％にチャレンジ 

  ⑦ リスクへの対応         － リスク管理をしっかり行ない、ロスゼロ化へ 

の７つの方針に取組んで参りました。 

  

 その結果、売上高は46,927百万円（前年同期比11.3％増）、売上総利益は4,511百万円（同12.8％増）と順調に

推移しました。しかし、それに伴う物流サービス網の拡大や従業員の増加により、運賃及び人件費を主体とした販

売費及び一般管理費が3,963百万円（同9.0％増）となり、営業利益は548百万円（同51.0％増）、経常利益は538百

万円（同1.6％減）となりました。 

 また、固定資産売却損41百万円、有価証券売却損8百万円の特別損失があり、税金等調整前中間純利益は488百万

円（同11.8％減）、中間純利益は250百万円（同10.2％減）となりました。 

  

 部門別状況は以下の通りです。 

  

①管材類 

 当中間連結会計期間における管材類は、塩ビ樹脂大手が原料高騰を理由とした値上げにはじまり、配管材料のほ

とんどの商品において期初より随時価格改定をしつつ、営業活動を行って参りました。景気回復に伴い住宅用水道

管向けを中心に需要は好調に推移しており、当社は、給水（本管）から農業用の下水に至るまでのすべての商品を

どの地域でも供給できる物流網づくり（フルライン化）を目指した営業努力を続けた結果、上水用給装製品、樹脂

管システムの周辺部材の売上が増加し、最大のイベントであるみらい市（展示会）による受注獲得も好調であり、

子会社の大明工機㈱を含めた当部門全体の売上高は17,968百万円（前年同期比11.8％）となりました。（子会社大

明工機㈱の売上高は、当部門に全て集約されております。） 



②衛生陶器・金具類 

 当中間連結会計期間の衛生陶器、金具類は、主力メーカーである東陶機器㈱のオート洗浄などの機能性、清掃性

にすぐれた高価格品のウォシュレットの販売が伸長したことや、施工付リフォームを主体に新築向けにもバス、キ

ッチン、洗面等のシステム商品が好評であり、みらい市による受注獲得も好調でした。また、昨年下期の同業他社

の倒産による商圏拡大が図れたことなどにより、売上高は16,556百万円（前年同期比8.5％増）となりました。し

かし、仕入価格条件の厳しさを販売価格へ転嫁することが難しく、粗利益率は0.4％減少しました。 

  

③住宅設備機器類 

 当中間連結会計期間の住宅設備機器類は、この先、リフォーム市場が新築住宅着工件数の減少と反比例する形で

増加することが確実と見られている通り、既設の集合住宅や戸建住宅のリフォーム、リニューアルのニーズを順調

に獲得できたことで、建材商品類の売上が伸び、また、床暖房の施工研修や女性社員によるキッチン研修を通して

利便性をアピールしたことで販路拡大が図れ、売上高は5,249百万円（前年同期比16.7％増）となりましたが、粗

利益率は0.4％減少しました。 

④空調、ポンプ、その他 

 当中間連結会計期間の空調、ポンプ、その他部門においては、例年にない猛暑の影響から、２年続いた冷夏によ

る空調機器の低迷に歯止めがかかり、ルームエアコンをはじめ、パッケージエアコンの売上高は大幅に伸長しまし

たが、仕入価格の値上がり幅を販売価格へ充分転嫁することはできませんでした。また、民間設備投資の堅調さか

ら、ポンプ類の売上高は前年を上回る実績を計上でき、子会社の㈱ハットリビングを含めた当部門全体の売上高は

7,153百万円（前年同期比13.2%増）となりました。（子会社㈱ハットリビングの売上高は、当部門に全て集約され

ております。） 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が

488百万円（前年同期比11.8％減）となり、新規連結に伴う増加等もありましたが、貸付金の増加及び借入金の

返済による支出があり、前中間連結会計年度末に比べ1,737百万円減少（同61.9％減）し、当中間連結会計期末

には1,067百万円となりました。 

 当中間連結会計期間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885百万円（同2.3％増）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益

が488百万円計上されたこと及び売上債権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、使用した資金は397百万円（同58.4％減）となりました。これは主に投資有価証券の取得及

び得意先宛貸付金の増加があったことを反映したものであります。 

  

（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604百万円（同207.8％増）となりました。これは主に借入金の返済によるも

のであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前年同期比（％） 

管材類（千円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

16,414,347 114.6 

衛生陶器・金具類（千円） 15,246,038 111.5 

住宅設備機器類（千円） 

（給湯、厨房関連等） 
4,920,961 118.4 

空調、ポンプ、その他（千円） 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
6,424,732 111.3 

合計（千円） 43,006,079 113.4 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前年同期比（％） 

管材類（千円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

17,968,452 111.8 

衛生陶器・金具類（千円） 16,556,211 108.5 

住宅設備機器類（千円） 

（給湯、厨房関連等） 
5,249,212 116.7 

空調、ポンプ、その他（千円） 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
7,153,737 113.2 

合計（千円） 46,927,613 111.3 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）当社株式は、日本証券業協会への店頭登録を取消し、平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に上場され

ております。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成16年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成16年12月17日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成16年４月１日～

平成16年９月30日 
－ 8,798,782 － 542,528 － 434,439 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成16年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都渋谷区松濤1-8-13 1,776 20.19 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 508 5.78 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 459 5.22 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 204 2.33 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-26-11 113 1.29 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 75 0.85 

株式会社キッツ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-1 75 0.85 

積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-4 75 0.85 

計 － 5,272 59.92 

  平成16年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    100 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,482  － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成16年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本橋小

伝馬町9-9 
100 － 100 0.00 

計 － 100 － 100 0.00 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成16年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 820 809 854 900 870 849 

最低（円） 790 679 725 780 782 700 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

 ただし、当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 ただし、当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30

日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   2,702,144   1,016,560   1,051,988  

２．受取手形及び売掛
金   16,004,421   16,808,747   18,244,044  

３．たな卸資産   3,800,025   4,604,877   4,001,286  

４．債権売却未収入金
等 

※６  1,556,113   2,470,357   2,079,323  

５．その他   2,106,187   1,061,101   772,502  

貸倒引当金   -366,363   -177,111   -208,376  

流動資産合計   25,802,530 67.1  25,784,532 63.9  25,940,768 64.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 2,200,345   2,222,567   2,202,581   

(2）土地 ※２ 5,733,457   5,765,037   5,908,837   

(3）その他  80,002 8,013,804  74,278 8,061,883  119,794 8,231,213  

２．無形固定資産   42,141   76,080   42,390  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,796,459   2,557,034   2,519,907   

(2）敷金及び保証金  449,049   487,055   475,077   

(3）長期貸付金  －   2,279,511   2,336,741   

(4）その他  3,834,797   2,931,742   2,546,814   

貸倒引当金  -1,456,964 4,623,340  -1,807,250 6,448,093  -1,704,905 6,173,635  

固定資産合計   12,679,287 32.9  14,586,057 36.1  14,447,238 35.8 

資産合計   38,481,817 100.0  40,370,590 100.0  40,388,007 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   14,557,958   16,832,251   16,542,676  

２．短期借入金 ※２  5,885,119   2,459,427   3,110,975  

３．一年内償還予定の
社債 

   300,000   900,000   600,000  

４．未払法人税等   289,065   349,310   283,749  

５．賞与引当金   320,078   246,000   243,800  

６．その他 ※５  430,924   433,082   443,827  

流動負債合計   21,783,146 56.6  21,220,071 52.6  21,225,028 52.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   2,650,000   4,600,000   3,700,000  

２．長期借入金 ※２  4,172,167   3,995,168   4,953,898  

３．退職給付引当金   594,215   702,762   650,335  

４．役員退職慰労引当
金   692,964   715,754   698,394  

５．預り保証金   490,461   544,209   507,713  

６．連結調整勘定   189,895   135,555   162,865  

７．その他   689,019   634,531   745,784  

固定負債合計   9,478,723 24.6  11,327,982 28.0  11,418,991 28.2 

負債合計   31,261,869 81.2  32,548,053 80.6  32,644,020 80.8 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   4,010 0.0  3,566 0.0  3,474 0.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.4  542,528 1.4  542,528 1.3 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1  434,439 1.1  434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金   5,597,383 14.6  5,990,407 14.8  5,796,847 14.4 

Ⅳ 土地再評価差額金   352,805 0.9  271,364 0.7  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   288,854 0.8  580,344 1.4  614,005 1.5 

Ⅵ 自己株式   -74 -0.0  -114 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   7,215,937 18.8  7,818,970 19.4  7,740,512 19.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計   38,481,817 100.0  40,370,590 100.0  40,388,007 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   42,145,990 100.0  46,927,613 100.0  89,061,055 100.0 

Ⅱ 売上原価   38,147,022 90.5  42,415,617 90.4  80,850,865 90.8 

売上総利益   3,998,968 9.5  4,511,996 9.6  8,210,189 9.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,635,578 8.6  3,963,270 8.4  7,153,258 8.0 

営業利益   363,389 0.9  548,725 1.2  1,056,931 1.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  55,138   43,419   107,150   

２．受取配当金  11,708   16,837   18,773   

３．仕入割引  203,862   218,864   418,183   

４．賃貸収入  98,769   104,063   200,195   

５．デリバティブ評価
益  94,567   －   －   

６．その他  59,364 523,412 1.2 67,331 450,516 1.0 203,882 948,184 1.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  117,617   129,229   244,023   

２．手形売却損  81,723   77,379   167,435   

３．売上割引  68,563   86,994   144,995   

４．その他  71,111 339,015 0.8 166,856 460,460 1.0 148,987 705,441 0.8 

経常利益   547,786 1.3  538,781 1.2  1,299,674 1.5 

Ⅵ 特別利益           

１．会員権売却益  16,885   －   16,885    

２．その他  2,724 19,610 0.0 1,316 1,316 0.0 5,230 22,116 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※２ －   41,551   －   

２．投資有価証券売却
損  －   8,954   1,476    

３．会員権評価損  13,000   －   16,500    

４．その他  － 13,000 0.0 850 51,355 0.1 345,192 363,168 0.4 

税金等調整前中間
（当期）純利益   554,396 1.3  488,742 1.1  958,622 1.1 

法人税、住民税及
び事業税  260,600   330,396   546,200   

法人税等調整額  15,372 275,972 0.6 -91,953 238,442 0.5 -65,097 481,102 0.6 

少数株主利益
（－）又は少数株
主損失 

  169 0.0  -85 -0.0  537 0.0 

中間（当期）純利
益   278,593 0.7  250,214 0.6  478,057 0.5 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高  434,439 434,439   434,439

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  434,439  434,439  434,439 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,430,864 5,796,847   5,430,864

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  278,593  250,214  478,057  

２．土地再評価差額金取
崩額 

 －  81,441  －  

３．連結子会社増加に伴
う利益剰余金の増加
高 

 － 278,593 7,881 339,536 － 478,057 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  105,583  140,777  105,583  

２．役員賞与  6,490 112,073 5,200 145,977 6,490 112,074

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  5,597,383  5,990,407  5,796,847 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 554,396 488,742 958,622 

減価償却費  52,805 64,483 107,651 

社債発行費償却  26,000 25,500 44,250 

連結調整勘定償却額  -27,111 -27,309 -54,247 

退職給付引当金の増
減額（－は減少） 

 35,244 52,427 91,364 

役員退職慰労引当金
の増減額（－は減
少） 

 14,182 17,360 19,612 

貸倒引当金の増減額
（－は減少） 

 3,307 71,078 93,261 

賞与引当金の増減額
（－は減少） 

 11,878 -14,800 -64,400 

受取利息及び配当金  -66,847 -60,257 -125,923 

仕入割引  -203,862 -218,864 -418,183 

支払利息  117,617 129,229 244,023 

手形売却損  81,723 77,379 167,435 

有形固定資産売却損
益（－は売却益） 

 － 41,551 － 

デリバティブ評価損
益（－は評価益） 

 -94,567 24,434 -43,631 

その他損益項目  -6,413 21,970 33,809 

売上債権の増減額
（－は増加） 

 1,067,938 1,130,201 -1,020,443 

たな卸資産の増減額
（－は増加） 

 219,053 -590,462 17,793 

債権売却未収入金等
の増減額（－は増
加） 

 － -391,033 -858,179 

仕入債務の増減額
（－は減少） 

 -247,664 263,112 1,736,101 

役員賞与の支払額  -6,490 -5,200 -6,500 

その他  -380,174 -10,982 -182,395 

小計  1,151,014 1,088,562 740,021 

利息及び配当金の受
取額 

 270,683 277,126 540,500 

利息の支払額  -204,655 -204,351 -417,329 

法人税等の支払額  -379,456 -276,972 -642,006 

法人税等の還付額  27,913 1,031 27,913 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 865,499 885,396 249,098 

 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 -189,290 -356,006 -360,077 

投資有価証券の売却
による収入 

 46,698 198,436 90,256 

子会社株式の取得に
よる支出 

 -95 － -50,000 

貸付けによる支出  -4,913,694 -1,114,176 -3,762,741 

貸付金の回収による
収入 

 4,124,014 803,499 2,985,520 

有形固定資産の取得
による支出 

 -59,378 -31,793 -336,763 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 110,757 － 

会員権売却による収
入 

 31,385 － 155,885 

その他  4,258 -8,483 -25,769 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 -956,100 -397,767 -1,303,689 

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（－は減少） 

 -192,000 -75,000 -4,277,000 

長期借入による収入  475,000 － 3,225,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 -1,299,070 -1,565,278 -1,956,483 

社債の発行による収
入 

 1,000,000 1,500,000 2,500,000 

社債の償還による支
出 

 -50,000 -300,000 -200,000 

社債発行費の支出  -26,000 -25,500 -44,250 

自己株式の取得によ
る支出 

 － － -229 

配当金の支払額  -104,391 -138,911 -104,649 

その他  － － -25,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 -196,462 -604,689 -882,613 

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（－は減少） 

 -287,063 -117,060 -1,937,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,092,000 1,154,795 3,092,000 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額 

  － 30,192 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 2,804,936 1,067,927 1,154,795 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

(1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

 前連結会計年度まで非連結

子会社であった株式会社ハッ

トリビングは、当中間連結会

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。 

(1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 (2) 非連結子会社名 

 橋本機設株式会社 

 

（連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

(2) 非連結子会社名 

───── 

  

  

(2) 非連結子会社名 

株式会社ハットリビング（平成

16年２月12日付で橋本機設株式

会社から社名変更）  

（連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模

であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためで

あります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

橋本機設株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間

連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社 

  

───── 

  

持分法を適用しない非連結子会社 

株式会社ハットリビング（平成

16年２月12日付で橋本機設株式

会社から社名変更）  

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市

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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

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 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

 商品 

 主として総平均法による

低価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 建物（附属設備を除く) 

…定額法 

同左 

  

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。 

  

 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……   

６～50年 

 機械装置及び運搬具…  

４～17年 

 建物及び構築物……   

３～50年 

 機械装置及び運搬具…  

４～17年 

  

 ②無形固定資産 

 営業権については、取得

後5年間の均等償却 

 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 

②無形固定資産 

同左 

  

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 

③長期前払費用 

同左 

 (ハ）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。 

(ハ）繰延資産の処理方法 

同左 

(ハ）繰延資産の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間連結会計期間負担額を計上し

ております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当連

結会計期間負担額を計上してお

ります。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

③退職給付引当金 

同左 

  

  

  

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

  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。 

 また、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、5年による按分額

を費用処理しております。 

 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。 

  

  

  

 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。 

 また、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制

度に係る差異－245,703千円）

については、5年による按分額

を費用処理しております。 

 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。 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上してお

ります。 

 (ホ）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。 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

同左 

  

同左 

  

 ヘッジ対象 

借入金、預金 

  

  

  

  

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

──────  （中間連結貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「長期貸付金」の金額

は1,199,661千円であります。  

  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「債権売却未収

入金等の増減額」は、前中間連結会計期間は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が増し

たため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「債権売却未収入金等の増減額」は、334百万円であ

ります。  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,622,219千円 1,671,657千円 1,661,325千円 

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 なお、当該金額は、下記(2)

の建物及び構築物（208,817千

円）並びに土地（2,723,000千

円）を含んでおります。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物及び構築

物 
632,375千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,496,358千円 

建物及び構築

物 
605,213千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,469,196千円 

建物及び構築

物 
616,790千円 

土地 3,863,983千円 

計 4,480,774千円 

 上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 短期借入金 200,000千円 

長期借入金 1,850,000千円 

計 2,050,000千円 

     

長期借入金 2,049,343千円 

     

     

長期借入金 2,050,000千円 

     

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物及び構築

物 
1,013,487千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 592,691千円 

計 2,346,178千円 

建物及び構築

物 
208,817千円 

土地 2,723,000千円 

投資有価証券 318,554千円 

計 3,250,371千円 

建物及び構築

物 
1,002,276千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 814,204千円 

計 2,556,481千円 

    

  

   

  

３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金 

72,384千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

59,750千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

63,203千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

    

  

   また、子会社である㈱ハットリ

ビングの借入金30,000千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を

行っております。 

４．受取手形割引高及び裏書

譲渡高 

受取手形割引高 7,546,403千円 

受取手形裏書譲

渡高 
7,855千円 

受取手形割引高 4,408,784千円 

     

受取手形割引高 4,217,529千円 

受取手形裏書譲

渡高 
1,052千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ───── 

※６．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権

（292,815千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,263,298千

円）であります。 

 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受益権

（452,135千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（2,018,221千

円）であります。 

 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受益権

（480,293千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,559,030千

円）であります。 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 547,309千円 

貸倒引当金繰入

額 
8,347

 

給与手当 1,250,416 

賞与引当金繰入

額 
300,000

 

退職給付費用 69,125 

役員退職慰労引

当金繰入額 

24,498 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 562,260千円 

貸倒引当金繰入

額 
73,036

 

給与手当 1,441,282 

賞与引当金繰入

額 
246,000

 

退職給付費用 73,947 

役員退職慰労引

当金繰入額 

17,360 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 1,112,293千円 

貸倒引当金繰入

額 
－
 

給与手当 2,811,159 

賞与引当金繰入

額 
230,000

 

退職給付費用 140,631 

役員退職慰労引

当金繰入額 

29,928 

──────  ※２ 固定資産売却損の内訳 

土地 32,532千円 

建物 9,019 

──────  

前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※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15年９月30日現在

（単位：千円）

現金及び預金  2,702,144

有価証券  102,791

現金及び現金同等物  2,804,936

平成16年９月30日現在

（単位：千円）

現金及び預金  1,016,560

有価証券  51,367

現金及び現金同等物  1,067,927

平成16年３月31日現在

（単位：千円）

現金及び預金  1,051,988

有価証券  102,807

現金及び現金同等物  1,154,795



（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

（借主側） 

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中間期末残

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及び中間期末残

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及び期末残高相

当額 

 

有形固
定資産
その他 
(千円) 

 

無形 
固定 
資産 
(千円) 

 

合計 
 
 

(千円) 

取得価
額相当
額 

579,591  138,689  718,281 

減価償
却累計
額相当
額 

310,643  68,059  378,703 

中間期
末残高
相当額 

268,947  70,630  339,578 

 

有形固
定資産
その他
(千円) 

 

無形 
固定 
資産 
(千円) 

 

合計 
 
 

(千円) 

取得価
額相当
額 

511,977  136,525  648,503 

減価償
却累計
額相当
額 

282,487  84,812  367,300 

中間期
末残高
相当額 

229,490  51,712  281,202 

 

有形固
定資産
その他 
(千円) 

 

無形 
固定 
資産 
(千円) 

 

合計 
 
 

(千円) 

取得価
額相当
額 

622,978  142,367  765,346 

減価償
却累計
額相当
額 

367,026  81,285  448,311 

期末残
高相当
額 

255,952  61,082  317,035 

  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産の

中間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  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 126,767千円 

１年超 212,810千円 

合計 339,578千円 

１年以内 102,220千円 

１年超 178,981千円 

合計 281,202千円 

１年以内 115,116千円 

１年超 201,918千円 

合計 317,035千円 

  なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高等に

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  なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

 支払リース料 70,339千円 

減価償却費相当

額 
70,339千円 

支払リース料 64,811千円 

減価償却費相当

額 
64,811千円 

支払リース料 139,947千円 

減価償却費相当

額 
139,947千円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成15年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間連結会計期間末）（平成16年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

 (1）株式 984,927 1,495,748 510,821 

 (2）その他 230,158 221,507 -8,651 

合計 1,215,086 1,717,256 502,169 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 11,200 

(2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 112,745 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 69,249 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

 (1）株式 1,050,220 2,039,859 989,639 

 (2）その他 438,667 435,782 -2,884 

合計 1,488,887 2,475,642 986,754 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券   

①マネー・マネージメント・ファンド 51,367 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 81,391 



（前連結会計年度末）（平成16年３月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 1,016,041 2,062,529 1,046,487 

(2）その他 306,942 305,308 -1,633 

合計 1,322,984 2,367,838 1,044,854 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式 61,200 

(2）その他有価証券   

①マネー・マネージメント・ファンド 112,285 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 81,391 



（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成15年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （注）１．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。 

２．金利キャップ取引の契約額等の（  ）内の金額はキャップ料であり、それに対応する時価及び評価損益を

記載しております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（当中間連結会計期間末）（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （注）１．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。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（前連結会計年度末）（平成16年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．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。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 5,000,000 36,851 36,851 

 キャップ取引       

 買建 700,000 0 -26,894 

  (26,894)   

合計 5,700,000 36,851 9,956 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 6,000,000 -38,520 -38,520 

         

         

      

合計 6,000,000 -38,520 -38,520 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 5,500,000 -14,085 -14,085 

         

         

      

合計 5,500,000 -14,085 -14,085 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）、前連結会計年度（自 平成15年４

月１日 至 平成16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、同一セグメントに属する管材類、衛生陶器・金具類及び住宅設備機器類の仕入、販売を行なっており、当

該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30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、住宅設備機器類及び空調類の仕入、販

売を行なっております。 

 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

る割合がそれぞれ90%以上超であるため、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。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成16年

４月１日 至 平成16年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）に

おいて、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。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成16年

４月１日 至 平成16年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）に

おいて、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

820円11銭

31円66銭

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

888円66銭

28円43銭

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益

金額 

879円15銭

53円74銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間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

り中間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。 

   

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

中間（当期）純利益 

（千円） 
278,593  250,214  478,057  

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－  －  5,200  

（うち利益処分による役員

賞与金）（千円） 
(－) (－) (5,200）

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
278,593  250,214  472,857  

期中平均株式数（株） 8,798,642  8,798,592  8,798,637  



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,337,643   897,505   873,622   

２．受取手形   3,042,080   2,280,516   3,929,788   

３．売掛金  12,120,040   13,654,553   13,560,219   

４．たな卸資産  3,451,403   4,219,288   3,718,089   

５．債権売却未収入
金等 

※６ 1,556,113   2,470,357   2,079,323   

６．その他  2,092,589   1,048,043   749,603   

貸倒引当金  -353,409   -166,335   -195,504   

流動資産合計   24,246,462 66.1  24,403,930 63.0  24,715,143 63.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,952,017   1,966,545   1,956,687   

(2）土地 ※２ 5,639,112   5,670,692   5,814,492   

(3）その他  128,769   121,943   171,424   

有形固定資産合
計  7,719,900   7,759,182   7,942,604   

２．無形固定資産  39,652   36,841   39,901   

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,744,108   2,496,882   2,399,935   

(2）敷金及び保証
金  435,117   469,712   461,490   

(3）長期貸付金  －   2,277,713   2,334,683   

(4）その他  3,900,086   3,058,097   2,679,836   

貸倒引当金  -1,416,273   -1,768,218   -1,665,796   

投資その他の資
産合計  4,663,038   6,534,187   6,210,150   

固定資産合計   12,422,590 33.9  14,330,210 37.0  14,192,655 36.5 

資産合計   36,669,053 100.0  38,734,140 100.0  38,907,799 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   6,934,439   8,161,450   7,839,718   

２．買掛金  6,767,406   7,784,578   8,099,051   

３．短期借入金 ※２ 5,598,250   2,185,996   2,781,996   

４．一年内償還予定
の社債  300,000   900,000   600,000   

５．未払法人税等  284,097   348,653   278,181   

６．賞与引当金  300,000   230,000   230,000   

７．その他 ※５ 420,812   361,927   437,427   

流動負債合計   20,605,006 56.2  19,972,605 51.6  20,266,374 52.1 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  2,650,000   4,600,000   3,700,000   

２．長期借入金 ※２ 3,850,000   3,864,256   4,707,254   

３．退職給付引当金  534,862   647,364   592,389   

４．役員退職慰労引
当金  692,964   715,754   698,394   

５．預り保証金   490,461   544,209   507,713   

６．その他  670,137   615,650   726,903   

固定負債合計   8,888,425 24.2  10,987,233 28.3  10,932,653 28.1 

負債合計   29,493,431 80.4  30,959,839 79.9  31,199,028 80.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542,528 1.5  542,528 1.4  542,528 1.4 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  434,439   434,439   434,439   

資本剰余金合計   434,439 1.2  434,439 1.1  434,439 1.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  75,482   75,482   75,482   

２．任意積立金  4,884,050   5,249,117   4,884,050   

３．中間（当期）未
処分利益  597,652   625,603   809,381   

利益剰余金合計   5,557,185 15.2  5,950,202 15.4  5,768,913 14.8 

Ⅳ 土地再評価差額金   352,805 0.9  271,364 0.7  352,805 0.9 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   288,736 0.8  575,879 1.5  610,196 1.6 

Ⅵ 自己株式   -74 -0.0  -114 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   7,175,621 19.6  7,774,301 20.1  7,708,770 19.8 

負債資本合計   36,669,053 100.0  38,734,140 100.0  38,907,799 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   40,914,984 100.0  45,437,455 100.0  86,816,350 100.0 

Ⅱ 売上原価   37,160,747 90.8  41,292,776 90.9  79,037,639 91.0 

売上総利益   3,754,236 9.2  4,144,679 9.1  7,778,710 9.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   3,381,597 8.3  3,579,319 7.9  6,678,291 7.7 

営業利益   372,639 0.9  565,359 1.2  1,100,419 1.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  488,522 1.2  415,358 0.9  881,978 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  331,622 0.8  454,655 1.0  690,924 0.8 

経常利益   529,539 1.3  526,062 1.1  1,291,473 1.5 

Ⅵ 特別利益    16,885 0.0  － －  17,477 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３  13,000 0.0  50,505 0.1  362,642 0.4 

税引前中間（当
期）純利益   533,425 1.3  475,556 1.0  946,308 1.1 

法人税、住民税
及び事業税 

※４ 260,000   335,400   545,000   

法人税等調整額 ※４ 9,408 269,408 0.6 -105,667 229,732 0.5 -74,437 470,562 0.5 

中間（当期）純
利益   264,016 0.7  245,824 0.5  475,745 0.6 

前期繰越利益   333,635   298,337   333,635  

土地再評価差額
金取崩額 

    －     81,441     －   

中間（当期）未
処分利益   597,652   625,603   809,381  

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

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 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品……総平均法に基づく低価

法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

同左 

  

同左 

  

 その他 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

  

  

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

  

  

  

 建物……………７～50年 

建物附属設備…６～18年 

構築物…………６～30年 

建物……………４～50年 

建物附属設備…３～18年 

構築物…………６～30年 

  

  

  

 (2）無形固定資産 

 営業権については、取得後５

年間の均等償却 

 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 

(2）無形固定資産 

同左 

(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 

(3）長期前払費用 

同左 

  

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。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245,703千円、適格退職年金制度

に係る差異－245,703千円）につ

いては、５年による按分額を費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、５年による按分額を

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌事業年度から費用処理をする

こととしております。 

  

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

５．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 同左 

 



表示方法の変更 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

同左 同左 

 ヘッジ対象 

 借入金、預金 

  

 (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

──────  （中間貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前中間期末の「長期貸付金」の金額は

1,197,381千円であります。  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前事業年度末 
（平成16年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

1,468,108千円 1,508,840千円 1,503,837千円 

※２．担保提供資産 (1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

  なお、当該金額は、下記(2)

の建物（208,817千円）並びに土

地（2,723,000千円）を含んでお

ります。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

 建物 442,301千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,276,166千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 200,000千円 

長期借入金 1,650,000千円 

計 1,850,000千円 

建物 423,870千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,257,735千円 

上記に対応する債務 

     

長期借入金 1,850,000千円 

     

建物 433,136千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,267,001千円 

上記に対応する債務 

     

長期借入金 1,850,000千円 

     

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物 1,013,487千円 

土地 740,000千円 

投資有価

証券 
592,691千円 

計 2,346,178千円 

建物 208,817千円 

土地 2,723,000千円 

投資有価

証券 
318,554千円 

計 3,250,371千円 

建物 1,002,276千円 

土地 740,000千円 

投資有価

証券 
814,204千円 

計 2,556,481千円 

    

  

 担保に供している土地のうち、

2,723,000千円については上記(1)

債務の担保及び(2)取引上の債務に

対する保証としての担保に供して

おります。 

  

  

 ３．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金 

72,384千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

59,750千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

63,203千円につき、㈱三井住友銀

行に債務保証を行っております。 

    

  

 また、子会社である㈱ハットリ

ビングの借入金40,000千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を

行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリ

ビングの借入金30,000千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を

行っております。 

 ４．受取手形割引高及び裏

書譲渡高 

受取手形割引

高 
7,279,018千円 

受取手形裏書

譲渡高 
2,695千円 

受取手形割引

高 
4,186,049千円 

     

受取手形割引

高 
4,076,486千円 

受取手形裏書

譲渡高 
1,052千円 

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 

 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前事業年度末 
（平成16年３月31日） 

※６．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権

（292,815千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,263,298千

円）であります。    

  

 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受益権

（452,135千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（2,018,221千

円）であります。    

  

 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受益権

（480,293千円）及びファクタリン

グ方式による流動化に伴う当該債

権の支払留保未収額（1,599,030千

円）であります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１．営業外収益の主

要項目 

受取利息 55,099千円 

仕入割引 203,862千円 

賃貸収入 98,769千円 

受取利息 43,425千円 

仕入割引 218,864千円 

賃貸収入 104,063千円 

受取利息 107,074千円 

仕入割引 418,183千円 

賃貸収入 200,195千円 

※２．営業外費用の主

要項目 

支払利息 111,901千円 

手形売却損 80,086千円 

売上割引 68,563千円 

賃貸費用 32,584千円 

支払利息 124,461千円 

手形売却損 76,455千円 

売上割引 86,926千円 

賃貸費用 35,626千円 

支払利息 229,555千円 

手形売却損 167,435千円 

売上割引 144,946千円 

賃貸費用 67,622千円 

※３．特別損失の主要

項目 

────── ────── 貸倒引当金繰

入額 
246,703千円 

※４．租税特別措置法

上の諸準備金の

取り扱い 

中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算

しております。 

同左 ────── 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 47,911千円 50,289千円 97,986千円 

無形固定資産 3,046千円 3,454千円 6,892千円 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

（借主側） 

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中間期末残

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及び中間期末残

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及び期末残高相

当額 

 

有形固
定資産
その他 
(千円) 

 
無形固
定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価
額相当
額 

557,907  95,654  653,562 

減価償
却累計
額相当
額 

294,125  38,652  332,777 

中間期
末残高
相当額 

263,782  57,002  320,784 

 

有形固
定資産
その他 
(千円) 

 
無形固
定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価
額相当
額 

490,293  93,490  583,783 

減価償
却累計
額相当
額 

262,006  46,798  308,804 

中間期
末残高
相当額

228,287  46,691  274,979 

 

有形固
定資産
その他 
(千円) 

 
無形固
定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価
額相当
額 

601,293  99,332  700,626 

減価償
却累計
額相当
額 

348,399  47,574  395,973 

期末残
高相当
額 

252,894  51,758  304,652 

  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間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  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 114,197千円 

１年超 206,586千円 

合計 320,784千円 

１年以内 95,997千円 

１年超 178,981千円 

合計 274,979千円 

１年以内 103,451千円 

１年超 201,201千円 

合計 304,652千円 

  なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

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  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

 支払リース料 63,928千円 

減価償却費相

当額 
63,928千円 

支払リース料 58,652千円 

減価償却費相

当額 
58,652千円 

支払リース料 127,124千円 

減価償却費相

当額 
127,124千円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  (1)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第67期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）平成16年６月30日関東財務局長に提出 

  (2)半期報告書の訂正報告書 

  （第67期中）（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）平成16年12月14日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結

損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、橋本総業株式会社及び連結子会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が25,498千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、中間連結損益計算書については売上高

が11,909千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ12,504千円減少してい

る。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16

年9月30日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、橋本総業株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が81,523千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、中間連結損益計算書については売上高

が33,169千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ34,827千円減少してい

る。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻 裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの第６７期事業年度の中間会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、橋本総業株式会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１５年４月

１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ25,498千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が11,909千円減少したこと等

により、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ12,504千円減少している。  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第68期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9

月30日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、橋本総業株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から

平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ81,523千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が33,169千円減少したこと等

により、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ34,827千円減少している。  

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第68期事業年度（平成17年３月期）」において、連結財務諸表及び財務諸表の売上高が

45,713千円、経常利益が47,999千円、税金等調整前当期純利益及び税引前当期純利益が47,999千円過大に計上されて

おりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成17年６月30日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報

告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フロー 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

７ 財政状態及び経営成績の分析 

(2）当連結会計年度の財政状態の分析 

(3）当連結会計年度の経営成績の分析 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第66期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 

売上高（千円） － － 83,926,197 89,061,055 97,540,345 

経常利益（千円） － － 1,432,283 1,299,674 1,426,164 

当期純利益（千円） － － 535,954 478,057 723,440 

純資産額（千円） － － 6,799,539 7,740,512 8,357,825 

総資産額（千円） － － 38,468,104 40,388,007 43,775,905 

１株当たり純資産額（円） － － 772.05 879.15 949.33 

１株当たり当期純利益（円） － － 60.17 53.74 81.65 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － 17.7 19.2 19.1 

自己資本利益率（％） － － 7.9 6.2 8.7 

株価収益率（倍） － － 9.4 14.9 9.8 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 1,801,363 249,098 1,141,034 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － -526,275 -1,303,689 454,104 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － -1,934,167 -882,613 -825,543 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － 3,092,000 1,154,795 1,954,583 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

547 

(74) 

574 

(90) 

633 

(123) 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第65期は、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

なお、第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

また、第65期より自己株式を資本に対する控除項目としており、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。 

４．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標等は記載しておりません。 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 

売上高（千円） 76,962,837 77,336,246 82,345,989 86,816,350 94,478,961 

経常利益（千円） 609,405 523,544 1,400,009 1,291,473 1,410,034 

当期純利益（千円） 245,572 253,686 509,342 475,745 724,508 

資本金（千円） 542,528 542,528 542,528 542,528 542,528 

発行済株式総数（株） 5,865,855 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（千円） 5,961,885 6,396,882 6,777,794 7,708,770 8,317,963 

総資産額（千円） 42,659,216 37,721,460 36,335,332 38,907,799 42,334,704 

１株当たり純資産額 

（円） 
1,016.37 727.02 769.69 875.54 944.80 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

12.00 

(－) 

16.00 

(－) 

20.00 

(－) 

１株当たり当期純利益 

（円） 
41.86 28.83 57.26 53.47 81.77 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 14.0 17.0 18.7 19.8 19.6 

自己資本利益率（％） 4.1 4.0 7.5 6.2 8.7 

株価収益率（倍） 14.1 18.7 9.9 15.0 9.8 

配当性向（％） 23.9 34.7 21.0 29.9 24.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
2,370,312 3,386,154 － － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
892,412 156,766 － － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
-703,306 -5,182,639 － － － 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
5,390,798 3,751,079 － － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

501 

(－) 

511 

(－) 

500 

(74) 

533 

(87) 

542 

(116) 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管材、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和52年９月 八王子市元横山町に西関東支店を開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設、これに伴い西関東支店を発展的に解消。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 

平成13年６月 関西支店の事務所を大阪市西区に、また同支店の配送センターを大阪市大正区に移転。 

平成14年７月 大明工機株式会社（現連結子会社）の株式取得。 

平成15年９月 貸金業者登録 登録番号 東京都知事（１）第２７８３３号。 

平成15年10月 土木関係の販売体制づくりのため、関西第２配送センターを新設。 

  静岡県浜松市に浜松支店並びに浜松配送センターを開設。 

 



３【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。 

 なお、前連結会計年度まで非連結子会社であった株式会社ハットリビングは、当連結会計年度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。 

 事業系統図は下記の通りです。 

年月 事項 

平成16年２月 北海道札幌市に北海道支店並びに北海道配送センターを開設。 

  新潟支店並びに新潟配送センターを新潟市豊１丁目に移転。 

平成16年３月 子会社である株式会社ハットリビング（旧社名 橋本機設株式会社）が東京ガス株式会社のエネ

スタ業務（国分寺）の営業を譲受ける。 

平成16年９月 広島県広島市に中国営業所を開設。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 



 部門ごとの主要商品は、次のとおりであります。 

 当社グループの品目及び販売経路は次のとおりであります。 

 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

部門 主要商品 

管材類 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

継手類 鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節

弁等 

化成品類 
塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン管、塩ビ管用各種継手類、カラーパ

イプ、ＦＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 
便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサーシステム、バス、洗面化粧台、水

栓類、シャワー金具類等 

住宅設備機器類 
給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調、ポンプ、

その他 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ等 

その他 汎用コンピュータシステム、オフコン、パソコン、携帯電話、ファクシミリ等 

品目 販売経路 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

バルブ類 

  

  



４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．特定子会社に該当する会社はありません。 

５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．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、住宅設備機

器類及び空調類の仕入、販売を行なっております。当該事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグ

メントの売上高の合計、営業利益及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の情報の記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

大明工機株式会社 

東京都中央区湊

１丁目１番16号 
30,000 管工機材の販売 99 

商品の販売及び仕

入 

役員の兼任あり 

（連結子会社） 

株式会社ハットリビ

ング 

東京都中央区日

本橋小伝馬町９

番９号 

60,000 

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 

100 

役員の兼任あり 

借入金に対する債

務保証あり 

  平成17年３月31日現在

従業員数（人） 
633 

(123) 

  平成17年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

542 

(116) 
33.6 9.0 4,788 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

（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と

考えております。 

（建設経済研究所、矢野経済研究所資料より当社推定） 

  

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは売上の向上と営業収益力、財務体質を強化するために、 

の７つの方針に取組んでまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における売上高は、97,540百万円（前期比9.5％増）、売上総利益は、9,217百万円（前

期比12.3％増）となりました。 

 販売費及び一般管理費は7,880百万円（前期比10.2％増）で、営業利益は1,337百万円（前期比26.5％増）、経常利

益は1,426百万円（前期比9.7％増）となりました。 

  また、不動産売却損等を計上した結果、特別損益が81百万円の損失となり、当期純利益は723百万円（前期比

51.3％増）となりました。 

  以上の結果、前年度と比較して増収増益の決算となり、売上、利益とも過去最高値を計上することができまし

た。 

 参考： ㈱ハットリビングは当連結会計期間に新たに連結の範囲に含めております。 

     ㈱ハットリビングを除く業績は下記のとおりです。 

    売上高は96,887百万円（前期比8.8％増）、売上総利益は8,892百万円（前期比8.3％増）、販売費及び一般

管理費は7,507百万円（前期比4.9％増）、営業利益は1,384百万円（前期比30.9％増）、経常利益は1,471百万

円（前期比13.2％増）となっております。 

  

 ① 予算の100％達成  予算＝コミットメント(約束)と考える 

 ② 営業力の強化  受注先行型営業の実行 

 ③ 取引先ＣＳ度の向上  地域№１の機能サービスの提供 

 ④ 取引先サポート(ＲＳ)能力の向上  取引先の問題解決 

 ⑤ 新規分野増分の追求  増分に積極的にチャレンジ 

 ⑥ 効率化の追求  コストダウンと生産性10％向上にチャレンジ 

 ⑦ リスクへの対応  想定されるリスクへの対応 



  部門別状況は以下の通りです。 

 ①管材類 

 当期における管材類は年初来の素材の高騰により、パイプ、継手、バルブ等いずれの商品価格も順次値上げされま

した。流通段階での在庫にも品薄感があったことから値上げは順調に行われました。 

 以上の状況を踏まえ、当社グループは取引先へ値上げ対応をするとともに、どの地域でもすべての商品ニーズに対

応するフルラインの営業体制を目指した結果、各需要分野ごとの管材（土木、産機、設備）で売上が伸長し、単体ベ

ースで34,869百万円（前期比12.2％増）となりました。子会社の大明工機㈱を含めた当部門全体の売上高は37,276百

万円（前期比11.8％増）となりました。 

  

 ②衛生陶器・金具類 

 衛生陶器、金具類は、主力メーカーである東陶機器㈱の新商品や施工付商品が売上に寄与しました。 

以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は33,821百万円（前期比3.8％増）となりました。 

  

 ③住宅設備機器類 

 リフォーム需要の拡大、消費者のより快適な住まい作り志向等を背景に、メーカー各社からさまざまな新商品が発

売されました。 

 以上の状況を踏まえ、各メーカーの商品を取り揃えたフルライン路線を整備したこと、物件受注に努めたこと、女

性を中心にキッチンの拡販に努めたことなどから、売上高は11,647百万円（前期比18.9％増）となりました。また、

当期に連結子会社とした㈱ハットリビングを含めた当部門の売上高は12,301百万円（前期比25.6％増）となりまし

た。 

主要な商品 市 場 動 向 

 パイプ 
 春頃より素材価格が高騰し、市中在庫も品薄状態。建値の改正を含めて商品価格は値上がり

しました。 

 継手  鋳物商品を中心に、数次に渡る値上が行われました。 

 バルブ 
 ５～６月前後に建値の改定が行われ、鋳鉄製品、ステンレス製品等を中心に品薄状態となり

ました。 

 化成品  原油価格が高騰し、建値改定を含め価格改定が行われました。 

 その他管材  一部の鋳鉄製品、塩ビ等樹脂関連製品を中心に建値改定が行われました。 

主要な商品 市 場 動 向 

 衛生陶器、

金具 

 防汚技術や清掃性を配慮した新製品が相次いで発売されました。また、セット商品（便器、

収納、紙巻器、洗面器など）も好調でした。 

 多機能便座  オート機能（便座の開閉、洗浄、消臭）付の新製品が発売されました。 

 システム商

品 

 リフォーム市場を中心にユニットバス、システムキッチンなどのシステム商品が好調に推移

しました。 

主要な商品 市 場 動 向 

 給湯機器 
 エコキュートが徐々に普及してきました。またフルオートなど多機能給湯器への切替が進展

してきました。 

 厨房設備 
 ＩＨクッキングヒーターなどオール電化関連製品が普及してきました。またリフォーム需要

を背景に、収納力のアップしたキッチンなどが発売されました。 

 浴室設備  より快適なバス空間を志向した商品が発売されました。 

 洗面設備 
 バスルームと一体となった洗面・脱衣室など統一デザインを前面に打ち出した製品も増えま

した。 



④空調、ポンプ、その他 

 空調は、例年にない猛暑によりエアコン等の空調機器の販売が、また建築基準法改正を受けて室内空気環境への関

心の高まりにより、換気扇等の換気設備の販売が伸長しました。 

  以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は14,141百万円（前期比6.0％増）となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

 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799百万円

（69.3％）増加し、1,954百万円となりました。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増

減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1,141百万円（前期比891百万円、358.1％増）となりました。これは主に、一部仕

入先に対する支払方法の変更による買掛金の増加及び税金等調整前当期純利益が1,344百万円と計上できたことによ

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454百万円（前期比1,757百万円増）となりました。これは主に、神宮前賃貸物件、

越谷社宅の有形固定資産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825百万円（前期比57百万円、6.5％減）となりました。これは主に、借入金の返済

によるものです。 

２【仕入及び販売の状況】 

(1)仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

主要な商品 市 場 動 向 

 空調機器  外気給気機能、換気、酸素補給などの高機能付商品が順調に市場を広げております。 

 換気設備 
 24時間換気対応の商品が伸び、また、バス暖房換気乾燥機等のリフォーム対応機種のライン

ナップが豊富になり、市場を確保しております。 

 ポンプ・水

槽 

 直結増圧給水の範囲が広がり、対応のポンプが伸びる傾向にあり、耐震性能のより高い製品

にニーズが集まってきております。 

事業部門の名称 
  

金額（千円） 
  

前期比（％） 

管材 

（管類、継手類、バルブ類、化成

品類、工具関連機材） 

33,921,624 112.9 

 衛生陶器・金具類 31,307,566 106.0 

 住宅設備機器類 

 （給湯、厨房関連等） 
11,161,428 123.5 

空調、ポンプ、その他 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
12,948,718 106.1 

合計 89,339,337 110.5 



(2)販売実績 

 当連結会計年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当社グループの対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

 当社グル－プのマーケットである建設業界の、平成17年度は、以下のような市場規模が見込まれており、平成17年

度以降については、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、矢野経済研究所資料より当社推定） 

  

 このような巨大なマーケットに対し、当社グループはより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。そのために以下のような10の基本戦略を展開してまいります。  

  

また、基本戦略を具体化するために、層別戦略、活動戦略として展開してまいります。 

事業部門の名称 
  

金額（千円） 
  

前期比（％） 

管材 

（管類、継手類、バルブ類、化成

品類、工具関連機材） 

37,276,923 111.8 

 衛生陶器・金具類 33,821,084 103.8 

 住宅設備機器類 

 （給湯、厨房関連等） 
12,301,228 125.6 

空調、ポンプ、その他 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
14,141,108 106.0 

合計 97,540,345 109.5 

 ① 事業戦略 － 設備商品の流通とサービスで№１を目指す 

 ② 地域戦略 － 地域ごとのＣＳ度を上げ、機能№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、当社の三位一体で取り組む 

 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 － 施主のソリューションをサービスに 

 ⑨ 効率化戦略 － 業務改善活動と一貫したＩＴシステムの構築 

 ⑩ リスク管理 － リスク管理を通じ、ロスゼロへ 



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。

  

３．取引先の信用リスクについて 

(1)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、平成17年３月期末の連結ベースの長期滞留債権の残高は1,466百万円となっており、当

該債権に対する担保313百万円控除後の1,154百万円に対しては、1,061百万円を貸倒引当金として計上しておりま

す。 

  当社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、今後当社グループが販売規模

を拡大していく中、当社の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。 

  

(2)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。平成17年３月期の連結ベースにおけるこれら貸付金残高は、取引先９社に対し2,256百万円となってお

り、当該貸付金に対する担保354百万円控除後の1,902百万円に対しては、回収可能性があるものを除き723百万円

の個別引当を行っております。 

  前年度までは、これら貸付金残高は増加傾向にありましたが、平成17年３月期以降は、原則として新規取引先へ

の貸付は行わず、既存の貸付先に対しても、営業上の観点から、個別に精査し、期中の短期運転資金のみに限定し

て貸し付ける方針としております。 

  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

状態が当社の想定以上に悪化した場合などに、当社の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。 

  

(3)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を支援し、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 

  平成17年３月期の当社グループの連結ベースにおける仕入総額の34.8％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。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成に当りまして、より慎重な判断を要し、財政状態及び経営成績に影響を与える項目

は主に下記の通りです。 

  

たな卸資産の評価 

 たな卸資産は主として総平均法による低価法で評価しており、中間連結決算日、連結決算日を基準日として、実地

棚卸を行っております。また、陳腐化したたな卸資産に関しては、毎期減損処理しております。 

  

貸倒引当金の計上 

 債権の貸倒による損失に備えるため、債権種別毎に分類し、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相手先の業績・債権残高・財務状況・保全状況（担保）等を考慮して、貸倒引当金を

計上しております。このため相手先の財務状況等が悪化した場合は、貸倒引当金を積み増すこととなるため、損益に

マイナスの影響を与える可能性があります。 

  

債権売却未収入金 

 信託方式による受取手形債権の流動化に伴い、保有する劣後信託受益権及びファクタリング方式による流動化に伴

う支払留保未収額を計上しております。債権売却未収入金額は、手形の流動化・金額の増減により影響を受けます。

  

繰延税金資産 

 繰延税金資産については、その回収可能性を慎重に検討した上で、回収可能性があると認められるものについての

み貸借対照表上に繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計上は、予測される将来における課税所得見積

額により影響を受けます。 

  

退職給付関連 

 当社グループは、確定給付型の制度として、当社は適格退職年金制度及び退職一時金制度を、連結子会社は、退職

一時金制度を設けております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算は、その計算の際に使用された計算基礎率に

より異なります。これらの計算基礎率には、割引率・年金資産の期待運用収益率等が含まれます。使用した計算基礎

率は、妥当なものと考えておりますが、計算基礎率自体の変更により、退職給付引当金及び退職給付費用に影響を与

える可能性があります。 

 また、役員の退職慰労金につきましては、内規に基づき期末要支給額の100％を計上しております。 

  



有利子負債 

 当社グループの連結ベースの平成16年３月期の有利子負債残高（短期借入金・長期借入金・社債・手形割引）は、

16,582百万円、平成17年３月期の同残高は11,482百万円であり、同期の連結総資産に対する割合はそれぞれ41.0％、

26.2％となっております。これは、当社が現金支払を主体としてることに関連しておりますが、今後支払手形を増や

していくことやファクタリングへの移行を推進することにより、さらに有利子負債残高を削減してまいります。 

(2)当連結会計年度の財政状態の分析 

（資産） 

 資産合計は、前連結会計年度末に比べて、3,387百万円増加（8.4％増）し、43,775百万円となりました。 

 流動資産の増加は、主に売上増に伴い受取手形及び売掛金が増加したことと、在庫積み増しによりたな卸資産が増

加したことによるものです。 

 固定資産の主な減少要因は、神宮前賃貸物件、越谷社宅の有形固定資産を売却したことによるものです。 

  

（負債） 

 負債合計は前連結会計年度末に比べて、2,773百万円増加（8.5％増）し、35,418百万円となりました。 

 流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金が3,217百万円増加したことによるものです。 

 固定負債の主な減少要因は、長期借入金が807百万円の減少したことによるものです。 

（資本） 

 資本合計は、前連結会計年度末に比べて、617百万円増加（8.0％増）し、8,357百万円となりました。 

 主な増加要因は、当期純利益に加え、その他有価証券評価差額金が31百万円増加したことによるものです。 

(3)当連結会計年度の経営成績の分析 

 当社グループの経営成績は、建設投資（民間住宅投資・民間非住宅投資・公共投資）動向に影響され、当連結会計

年度は、民間投資の回復基調がみえ、同業他社の市場からの撤退等もあり、売上高は伸長し、当連結会計年度の売上

高は97,540百万円（前期比9.5％増）となりました。 

  

売上高 

 管材類の売上高は、前連結会計年度に比べ、3,943百万円増収（11.8％増）となり、衛生陶器・金具類の売上高

は、前連結会計年度に比べ、1,232百万円増収（3.8％増）となり、住設機器類の売上高は前連結会計年度に比べ、

2,504百万円増収（25.6％増）となり、空調機器類・その他の売上高は、前連結会計年度に比べ798百万円増収

（6.0％増）となりました。 

（当連結会計年度に連結子会社となった㈱ハットリビングの売上高は住設機器類に含まれております。） 

  

売上総利益 

 売上総利益は、売上高の増加に伴い、前連結会計年度に比べ、1,007百万円増加（12.3％増）となりました。売上

総利益率は、前連結会計年度に比べ、0.2％増加しました。 

  

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費は、主に人件費等の増加により、前連結会計年度に比べ、727百万円増加（10.2％増）しま

した。 



営業利益 

 以上の結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ、280百万円増加（26.5％増）しました。 

  

経常利益 

 経常利益は、前連結会計年度に比べ、126百万円増加（9.7％増）しました。 

  

特別損益 

 有形固定資産売却に係る損益計上（土地売却益72百万円、建物売却損87百万円）及び金利スワップ解約損60百万円

等を計上した結果、特別損益は81百万円の損失となりました。 

  

当期純利益 

 当期純利益は、前連結会計年度に比べ245百万円増加（51.3％増）しました。 

  

経営成績に重要な影響を与える要因 

 過年度において、売上高は拡大基調にあります。 

 平成13年３月期の当期利益の前期比減益要因は、平成12年３月期に江東区猿江の配送センター売却による固定資産

売却益が2,564百万円特別損益に計上されたことによるものであります。 

 平成14年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、取引先である㈱信和の倒産により貸倒引当金繰入額が増加し

たこと等によるものであります。 

 平成16年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、仕入価格条件が厳しくなり、それを販売価格に転嫁できなか

ったことによるものです。 

 平成17年３月期は過去最高の増収増益となりました。これは、競合他社の倒産による商圏の獲得に加え、新規出店

等により営業地盤を拡大したことによるものです。 

 以上のような要因が発生した場合、経営成績に影響を与える可能性があります。 

(4)経営戦略の現状と見通し 

 これらの状況を踏まえて、当社グループは経営戦略として定めた前述の事業戦略に基づき、既存分野でのシェアア

ップを図るとともに新規出店を含め、各地域ごとの新規開拓に邁進して、売上高・損益の向上を図り、各地のマーケ

ットリサーチを行ってまいります。 

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金状況として、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ、891百万円増加

し、1,141百万円となりました。これは主に、一部仕入先に対する支払方法の変更による買掛金の増加及び税金等調

整前当期純利益が1,344百万円を計上できたことによるものであります。 

 投資活動の結果得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、1,757百万円増加し、454百万円となりま

した。これは主に、神宮前賃貸物件、越谷社宅の有形固定資産売却によるものであります。 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、57百万円減少し、825百万円となりまし

た。これは主に、借入金の返済によるものであります。 

  



当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

（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。 

 以上の活動の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、799百万円増加

し、1,954百万円となりました。 

  平成16年3月期 平成17年3月期 

 株主資本比率（％） 19.2% 19.1% 

 時価ベースの株主資本比率（％） 17.5% 16.1% 

 債務償還年数（年） 51.7年 10.1年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.6倍 2.8倍 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、営業力強化のため、新規出店支店・東雲配送センターを中心に、290百万円の設備投資を実施

しました。  

  

 新規出店計画としましては、平成17年6月に福岡市に九州支店を開設する予定であります。このため、土地・建物

を購入し229百万円の設備投資を実施しました。また、江東区の東雲センター内にある住宅設備展示場に、システム

設備機器を設置するため、12百万円の設備投資を実施しました。 

 子会社である㈱ハットリビングにおきましては、国分寺店舗内のショールームを改装し、12百万円の設備投資を実

施しました。 

 その他、既存店舗・配送センター内の設備拡張・改装工事等のため、37百万円の設備投資を実施しました。 

２【主要な設備の状況】 

(1)提出会社 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において23事業所を運営しております。ま

た、国内に賃貸物件を３物件、厚生施設等を６物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都中央区） 
販売・管理設備 56,305 1,018 

411,000 

(399)
3,653 471,977 

160 

(21)

産機支店 

（東京都中央区） 
販売設備 3,363 － － 431 3,794 

10 

(1)

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
配送設備 239,110 14,846 

2,723,000 

(8,815)
26,057 3,003,014 

26 

(25)

北海道支店 

（札幌市白石区） 
販売配送設備 13,112 － － 1,264 14,376 

7 

(4)

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

〃 401 － － 165 567 
17 

(7)

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 237 － － 1,286 1,524 

23 

(9)

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 47,319 579 

63,275 

(2,297)
175 111,348 

14 

(1)

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

〃 81,017 715 
109,319 

(3,177)
144 191,196 

19 

(4)

埼玉支店 

（さいたま市北区） 
販売設備 5,907 191 － － 6,099 

26 

(4)

久喜配送センター 

（埼玉県久喜市） 
配送設備 25,280 － 

234,865 

(7,652)
2,684 262,830 

4 

(3)

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
販売配送設備 955 713 － 777 2,445 

18 

(3)

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
〃 65,783 － 

175,379 

(4,108)
2,248 243,411 

18 

(3)

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 526 － 

36,064 

(368)
182 36,772 

14 

(2)

 



 （注）１．当社は事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．帳簿価額のうち、「その他」は器具備品であり、建設仮勘定を含んでおります。 

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
〃 59,234 968 

25,799 

(985)
－ 86,002 

18 

 

千葉支店 

（千葉県白井市） 
〃 23,352 － 

271,458 

(3,044)
528 295,338 

26 

(3)

多摩支店 

（東京都立川市） 
〃 3,241 188 － 2,052 5,482 

23 

(5)

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭和

町） 

〃 1,580 457 － 299 2,337 
16 

(3)

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 4,119 370 － 736 5,226 

38 

 

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
〃 39,769 92 

116,008 

(1,633)
81 155,952 

15 

(3)

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 7,811 103 － 603 8,517 

17 

(5)

浜松支店 

（静岡県浜松市） 
〃 1,506 － － 429 1,936 

10 

(3)

関西支店 

（大阪市西区） 
〃 3,335 － － 336 3,672 

21 

(4)

中国営業所 

（広島市中区） 
販売設備 － － － － － 

2 

(3)

営業設備計  683,271 20,244 
4,166,169 

(32,480)
44,139 4,913,825 

542 

(116)

イトーピア橋本他賃貸

２物件 
－ 1,004,027 4,453 

833,000 

(1,035)
171 1,841,651 

－ 

(－)

西武ヴィラ苗場他厚生

施設等５物件 
－ 83,696 － 

206,523 

(2,306)
879 291,099 

－ 

(－)

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ５～６ 82,222 177,407 

倉庫用ラック・積層他 一式 ７ 10,390 67,478 



(2)国内子会社 

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び構
築物 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

大明工機㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
販売管理設備 177,816 － 

30,118 

(129)
218 208,153 

26 

(1)

同上 
石巻営業所 

(宮城県石巻市) 
販売配送設備 936 － 

8,940 

(713)
21 9,899 

5 

 

同上 

日南営業所(宮

崎県日南市)他

６営業所 

販売配送設備 5,746 189 
10,329 

(330)
155 16,420 

14 

(3)

㈱ハットリビング 

本社 

(東京都中央区)

他２事業所 

店舗及び本部 14,685 － 
－ 

 
2,433 17,119 

46 

(3)

名称 台数 リース期間（年） 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社・営業所 

コンピューターシステム他 
一式 ５～６ 11,665 717 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １株を1.5株に分割 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式190株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に90株含めて記載しております。 

２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成17年３月31日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成17年６月30日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年５月18日 

（注） 
2,932,927 8,798,782 － 542,528 － 434,439 

  平成17年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 15 4 92 1 － 1,291 1,403 － 

所有株式数（単元） － 8,632 117 27,795 336 － 51,093 87,973 1,482 

所有株式数の割合

（％） 
－ 9.81 0.13 31.60 0.38 － 58.08 100 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,700株（議決権27個）含ま

れております。 

②【自己株式等】 

  平成17年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 1,746 19.85 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 508 5.78 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 484 5.51 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 217 2.47 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町117-86 113 1.29 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 90 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計  5,145 58.47 

  平成17年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    100 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,482 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成17年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本

橋小伝馬町9-9 
100 － 100 0.0 

計 － 100 － 100 0.0 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 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設備投資を含め将来の事業展開のため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、当期におきましては普通配当を１株につき20円と決定しました。 

 この結果、当期の配当性向は24.46％、株主資本配当率は2.1％となっております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．当社は平成16年12月にジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

このため、最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以

前は日本証券業協会の公表のものであります。 

２．（ ）内は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．当社は平成16年12月にジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

このため、最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以

前は日本証券業協会の公表のものであります。 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 

最高（円） 980 657 680 900 900 

最低（円） 
620 

(590) 
500 465 550 679 

月別 平成16年10月 11月 12月 平成17年１月 ２月 ３月 

最高（円） 780 762 777 799 799 830 

最低（円） 705 705 702 725 741 780 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

会長 
 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現）

508 

代表取締役 

社長 
 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現）

1,578 

常務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副本部

長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任

（現） 

113 

常務取締役 営業本部長 衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロック長

就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需分掌

就任 

平成15年６月 常務取締役営業本部長就任

（現） 

30 

取締役 東陶商品部長 田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼東陶商品

センター管掌就任 

平成17年４月 九州ブロック長・東陶商品部長

就任 

平成17年６月 東陶商品部長就任（現） 

15 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

商品企画部

長・住設商品

部長・ガス営

業部長・株式

会社ハットリ

ビング管掌 

鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長兼特

需ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼特需ブロ

ック長兼住設商品センター・特

需５部管掌就任 

平成15年10月 取締役営業副本部長兼関西ブロ

ック長兼住設空調商品センタ

ー・特需４部・５部管掌就任 

平成17年２月 取締役営業副本部長兼住設商品

部長・特需５部管掌就任 

平成17年４月 商品企画部長・住設商品部長・

ガス営業部長・株式会社ハット

リビング代表取締役就任（現） 

18 

取締役 

産機ブロック

長・物流企画

部長・大明工

機株式会社管

掌 

橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任 

平成15年３月 取締役東京ブロック長兼大明工

機株式会社管掌就任 

平成15年10月 取締役特需１部・２部・産機支

店・東雲配送センター管掌就任 

平成16年４月 大明工機株式会社代表取締役社

長就任（現） 

平成17年４月 産機ブロック長・物流企画部長

就任（現） 

18 

取締役 
東北ブロック

長 
遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任

（現） 

14 

取締役 
西関東ブロッ

ク長 
野村 和幸 昭和26年９月８日生 

昭和52年３月 当社入社 

平成６年７月 神奈川支店長就任 

平成15年４月 西関東ブロック長就任 

平成15年６月 取締役西関東ブロック長就任

（現） 

1 

取締役 
中部ブロック

長 
宇佐見 徳秋 昭和24年９月23日生 

平成６年４月 当社入社 

平成６年４月 東海支店次長就任 

平成８年10月 中部支店長就任 

平成16年10月 中部ブロック長就任 

平成17年６月 取締役中部ブロック長就任

（現） 

3 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 管材商品部長 井上 立美 昭和27年９月８日生 

昭和51年３月 当社入社 

平成８年４月 東京支店販売１部部長就任 

平成10年１月 栃木支店長就任 

平成14年４月 埼玉支店長就任 

平成15年４月 北関東ブロック長就任 

平成15年10月 営業本部管材商品センター長兼

特需３部部長就任 

平成17年４月 管材商品部長就任 

平成17年６月 取締役管材商品部長就任（現） 

3 

取締役 

東京ブロック

長・東京東支

店長 

田所 浩行 昭和36年10月11日生 

昭和59年３月 当社入社 

平成11年４月 東京支店販売２部部長就任 

平成12年１月 東京中央支店長就任 

平成13年11月 東京中央支店長兼東京東支店長

就任 

平成14年４月 東京支店長兼東京住設建材部長

就任 

平成16年５月 東京ブロック長兼東京支店長就

任 

平成17年４月 東京ブロック長兼東京東支店長

就任 

平成17年６月 取締役東京ブロック長兼東京東

支店長就任（現） 

5 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現）

26 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就任

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び中村 中は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に

定める社外監査役であります。 

２．取締役辻民雄は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

３．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現）

1 

監査役  中村 中 昭和25年６月20日生 

昭和49年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社

東京三菱銀行）入行 

平成13年９月 株式会社東京三菱銀行退職 

平成13年10月 株式会社ユニックラボ体表取締

役就任 

平成14年10月 株式会社ファインビット代表取

締役就任（現） 

1 

   計 2,368 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は経営を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、効率性を求めた経営を行うとともに、経営の透明性と健全性の

観点からタイムリーなディスクロージャーを重視し、積極的に正確な情報開示を実施し、機動的なＩＲ活動に努めて

おります。 

  

(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 ①経営管理機構及び業務執行体制 

 取締役12名のうち社外取締役１名、監査役３名のうち常勤監査役１名、非常勤監査役２名（うち社外監査役１

名）となっております。取締役会は、経営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、さらに取締役会の意思決

定に基づき、各エリアの統轄責任者であるブロック長が責任を持って業務を遂行し、月２回行われるブロック長会

議で進捗状況を確認する体制をとっております。 

 また、監査役は定められた基準に従い、取締役会及び重要な会議等への出席や財産、取引の調査等を通じ、取締

役の職務遂行の監査を行っております。 

 さらに、必要に応じて開催される経営会議は常務取締役以上の役付取締役で構成され、取締役会に付議する事

項、取締役会から委任された事項等、経営の重要事項について審議しております。 

  

 ②内部統制システムの整備の状況 

 社長の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おります。 

 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及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。 

 また、本年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、当社及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てお

ります。 

  

 ③内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査部門、監査役会ともに年間の監査計画書に基づきスケジュールを実行しております。特に監査役会は内

部監査部門との緊密な連携のもと、状況によっては内部監査部門の監査に同行しています。また、内部監査報告書

並びに改善命令書の提出を求め、必要に応じては助言、勧告を致しております。 

 取締役会への提出書類並びに付議事項に就いては、監査役が事前に管理部門担当役員立会のもと閲覧し、監査し

個別にチェックを致しております。 

  

 ④会計監査の状況 

 会計監査はあずさ監査法人に依頼しており、当社グループの会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相

談し、アドバイスを受けております。 

  当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定社員・業務執行社員の吾妻 裕氏と、指定社員・業務執行社

員の内田 正美氏であり、吾妻氏については第59期事業年度（自 平成７年４月１日 至 平成８年３月31日）よ

り当事業年度まで10年間監査を執行しております。 

  当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補８名、その他２名であります。 

  

 ⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

  会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係に関しては

特別な人的関係、資本的関係等はありません。 

  

 ⑥弁護士、税理士等その他第三者の状況 

 顧問弁護士及び税理士、コンサルタントから必要に応じて専門的なアドバイスを受けられる協力体制となってお

ります。 



(2)リスク管理体制の整備の状況 

  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毎日の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)役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであり

ます。 

（注）公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１

項に規定する業務に基づく報酬 

役員報酬 監査報酬 

    

取締役に支払った報酬 210,603千円 

  うち社内取締役 203,172千円 

  うち社外取締役 7,431千円 

監査役に支払った報酬 16,950千円 

計 227,553千円 

監査証明に係る報酬 

（注） 

17,000千円 

その他 －千円 

計 17,000千円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日ま

で）及び第67期事業年度（平成15年４月１日から平成16年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成16年４月１

日から平成17年３月31日まで）及び第68期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）の連結財務諸

表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   1,051,988   1,954,583  

２．受取手形及び売掛金   18,244,044   19,418,859  

３．有価証券   102,807   －  

４．たな卸資産   4,001,286   5,018,215  

５．債権売却未収入金等 ※５  2,079,323   2,590,769  

６．繰延税金資産   180,630   142,466  

７．その他   489,064   548,170  

貸倒引当金   -208,376   -126,926  

流動資産合計   25,940,768 64.2  29,546,137 67.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物 ※１ 3,676,635   3,437,246   

減価償却累計額  1,474,054 2,202,581  1,467,064 1,970,182  

(2)機械装置及び運搬具  115,572   118,894   

減価償却累計額  87,996 27,576  94,006 24,887  

(3)土地 
※１ 
※６ 

 5,908,837   5,300,037  

(4)建設仮勘定   45,203   230,358  

(5)その他  146,289   154,650   

減価償却累計額  99,274 47,014  106,631 48,018  

有形固定資産合計   8,231,213 20.4  7,573,485 17.3 

２．無形固定資産        

(1）営業権   4,800   34,700  

(2）ソフトウェア   13,699   8,862  

(3）その他   23,890   23,928  

無形固定資産合計   42,390 0.1  67,490 0.1 

 



  
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券 
※１ 
※２ 
※７ 

 2,519,907   2,685,316  

(2)長期貸付金   2,336,741   2,213,112  

(3)長期滞留債権 ※９  1,035,455   1,466,710  

(4)保険積立金   823,193   1,016,989  

(5)敷金及び保証金   475,077   494,838  

(6)繰延税金資産   35,195   18,426  

(7)その他   652,969   488,418  

貸倒引当金   -1,704,905   -1,795,019  

投資その他の資産合計   6,173,635 15.3  6,588,791 15.1 

固定資産合計   14,447,238 35.8  14,229,767 32.5 

資産合計   40,388,007 100.0  43,775,905 100.0 

        
 



  
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   16,542,676   19,760,234  

２．短期借入金   180,000   80,000  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  2,930,975   1,759,180  

４．一年内償還予定の社債   600,000   1,000,000  

５．未払法人税等   283,749   84,477  

６．預り金 ※２  55,996   774,206  

７．賞与引当金   243,800   243,800  

８．その他   387,830   571,881  

流動負債合計   21,225,028 52.6  24,273,780 55.4 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   3,700,000   4,100,000  

２．長期借入金 ※１  4,953,898   4,146,212  

３．繰延税金負債   492,789   498,661  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※６  235,203   475,309  

５．退職給付引当金   650,335   539,146  

６．役員退職慰労引当金   698,394   733,114  

７．預り保証金   507,713   541,632  

８．連結調整勘定   162,865   110,146  

９．その他   17,791   －  

固定負債合計   11,418,991 28.2  11,144,223 25.5 

負債合計   32,644,020 80.8  35,418,004 80.9 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   3,474 0.0  75 0.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※８  542,528 1.3  542,528 1.2 

Ⅱ 資本剰余金   434,439 1.1  434,439 1.0 

Ⅲ 利益剰余金   5,796,847 14.4  6,022,033 13.8 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※６  352,805 0.9  712,964 1.6 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  614,005 1.5  645,973 1.5 

Ⅵ 自己株式 ※８  -114 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   7,740,512 19.2  8,357,825 19.1 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  40,388,007 100.0  43,775,905 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   89,061,055 100.0  97,540,345 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  80,850,865 90.8  88,322,409 90.5 

売上総利益   8,210,189 9.2  9,217,936 9.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃及び荷造費  1,112,293   1,134,132   

２．貸倒引当金繰入額  －   48,977   

３．給与手当  2,811,159   3,194,106   

４．賞与引当金繰入額  230,000   243,800   

５．退職給付費用  140,631   148,003   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 29,928   34,720   

７．その他  2,829,245 7,153,258 8.0 3,076,913 7,880,655 8.1 

営業利益   1,056,931 1.2  1,337,280 1.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  107,150   86,859   

２．受取配当金  18,773   27,036   

３．仕入割引  418,183   435,974   

４．賃貸収入  200,195   213,408   

５．連結調整勘定償却額  54,247   54,420   

６．その他  149,634 948,184 1.1 107,652 925,352 1.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  244,023   266,914   

２．手形売却損  167,435   144,836   

３．売上割引  144,995   193,430   

４．賃貸費用  67,622   63,007   

５．その他  81,364 705,441 0.8 168,279 836,469 0.9 

経常利益   1,299,674 1.5  1,426,164 1.5 

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入  3,645   －   

２．土地売却益  －   105,360   

３．投資有価証券売却益  1,585   －   

４．会員権売却益  16,885 22,116 0.0 3,300 108,660 0.1 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  246,703   －   

２．債権譲渡損  89,125   －   

３．建物売却損  －   87,355   

４．土地売却損  －   32,532   

５．固定資産除却損 ※２ 5,130   455   

６．投資有価証券評価損  732   －   

７．投資有価証券売却損  1,476   9,516   

８．会員権評価損  16,500   －   

９．会員権売却損  3,500   －   

10．金利スワップ解約損  － 363,168 0.4 60,653 190,513 0.2 

税金等調整前当期純利
益 

  958,622 1.1  1,344,310 1.4 

法人税、住民税及び事
業税 

 546,200   334,244   

法人税等調整額  -65,097 481,102 0.6 286,654 620,899 0.7

少数株主損失    537 0.0   30 0.0 

当期純利益   478,057 0.5  723,440 0.7 

        



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高    434,439   434,439 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   434,439  434,439 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高    5,430,864   5,796,847 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  478,057  723,440  

２．土地再評価差額金取崩
額 

 －  -360,158  

３．連結子会社増加に伴う
利益剰余金の増加高 

 － 478,057 7,881 371,162 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  105,583   140,777   

２．役員賞与  6,490 112,074 5,200 145,977 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,796,847  6,022,033 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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    

税金等調整前当期純利益  958,622 1,344,310 

減価償却費  107,651 123,949 

社債発行費償却  44,250 25,500 

連結調整勘定償却額  -54,247 -54,420 

退職給付引当金の増減額（－は減
少） 

 91,364 -111,188 

役員退職慰労引当金の増減額（－
は減少） 

 19,612 34,720 

貸倒引当金の増減額（－は減少）  93,261 8,663 

賞与引当金の増減額（－は減少）  -64,400 -17,000 

受取利息及び配当金  -125,923 -113,896 

仕入割引  -418,183 -435,974 

支払利息  244,023 266,914 

手形売却損  167,435 144,836 

投資有価証券評価損  732 － 

投資有価証券売却損益（－は益）  -167 7,740 

その他の損益項目  -10,386 93,337 

売上債権の増減額（－ 
は増加） 

 -1,020,443 -1,463,242 

たな卸資産の増減額（－は増加）  17,793 -1,003,800 

債権売却未収入金等の増減額（－
は増加） 

 -858,179 -511,445 

仕入債務の増減額（－は減少）  1,736,101 3,169,634 

役員賞与の支払額  -6,500 -5,200 

その他  -182,395 50,952 

小計  740,021 1,554,390 

利息及び配当金の受取額  540,500 547,470 

利息の支払額  -417,329 -408,608 

法人税等の支払額  -642,006 -553,250 

法人税等の還付額  27,913 1,033 

営業活動によるキャッシュ・フロー  249,098 1,141,034 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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    

投資有価証券の取得による支出  -360,077 -475,860 

投資有価証券の売却による収入  90,256 276,006 

子会社株式の取得による支出  -50,000 -1,678 

営業権の取得による支出  -4,000 － 

貸付けによる支出  -3,762,741 -1,677,884 

貸付金の回収による収入  2,985,520 1,804,749 

有形固定資産の取得による支出  -336,763 -290,581 

有形固定資産の売却による収入  － 833,784 

会員権取得による支出  － -1,727 

会員権売却による収入  155,885 3,900 

その他  -21,769 -16,603 

投資活動によるキャッシュ・フロー  -1,303,689 454,104 

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  -4,277,000 -130,000 

長期借入による収入  3,225,000 1,000,000 

長期借入金の返済による支出  -1,956,483 -2,979,481 

社債の発行による収入  2,500,000 1,500,000 

社債の償還による支出  -200,000 -700,000 

社債発行費の支出  -44,250 -25,500 

株式貸借取引による収入  － 649,983 

自己株式の取得による支出  -229 0 

配当金の支払額  -104,649 -140,545 

その他  -25,000 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  -882,613 -825,543 

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  -1,937,204 769,595 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,092,000 1,154,795 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

 － 30,192 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,154,795 1,954,583 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

(1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

株式会社ハットリビング 

 同社は当連結会計年度において重

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 

株式会社ハットリビング（平成16年２

月12日付で橋本機設株式会社から社名

変更） 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（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及ぼしていな

いためであります。 

(2)非連結子会社名 

－社 

  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

株式会社ハットリビング（平成16年２

月12日付で橋本機設株式会社から社名

変更） 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

  

  

  

  

  

──────── 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

(イ)たな卸資産 

商品 

同 左 

 (ロ)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） 

(ロ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ハ)デリバティブ 

時価法 

(ハ)デリバティブ 

同 左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  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 

(イ)有形固定資産 

同 左 

  

  

  

  

  

  

 (ロ)無形固定資産 

 営業権については、取得後5年間の

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 

(ロ)無形固定資産 

同 左 

 (ハ)長期前払費用 

定額法 

(ハ)長期前払費用 

同 左 

(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。 

同 左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(イ)貸倒引当金 

同 左 

 (ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

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。 

(ロ)賞与引当金 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 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。 

 また、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245,703千円、適

格退職年金制度に係る差異△245,703

千円）については、5年による按分額

を費用処理しております。 

 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。  

(ハ)退職給付引当金 

同 左 

  

  

  

  

 (ニ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同 左 

(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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同 左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

・ヘッジ対象 

借入金 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同 左 

・ヘッジ対象 

同 左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同 左 

 



表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (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。 

(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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同 左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却し

ております。 

同 左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同 左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同 左 

前連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「債権売却未収

入金等の増減額（－は増加）」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度に含まれている「債権売却未収

入金等の増減額（－は増加）」は、-781,909千円であり

ます。 

  

  

  

──────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※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ており

ます。 

(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

   

 建物及び構築物 616,790千円 

 土地 3,863,983千円 

計 4,480,774千円 

   

   

 建物及び構築物 476,623千円 

 土地 3,398,983千円 

計 3,875,606千円 

   

上記に対する債務 上記に対する債務 

 長期借入金 2,050,000千円  長期借入金 2,050,000千円 

(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。 

(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。 

 建物及び構築物 1,002,276千円 

 土地 740,000千円 

 投資有価証券 814,204千円 

計 2,556,481千円 

 建物及び構築物 214,515千円 

 土地 2,723,000千円 

 投資有価証券 345,998千円 

計 3,283,513千円 

※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、895,187千円については貸

株に提供しております。 

３．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金63,203千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの借入金

30,000千円につき、㈱三井住友銀行に債務保証を

行っております。 

３．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金56,345千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

４．受取手形割引高及び裏書譲渡高 ４．受取手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 4,217,529千円 

 受取手形裏書譲渡高 1,052千円 

 受取手形割引高 397,536千円 

 受取手形裏書譲渡高 －千円 

※５．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(480,293千円)及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額(1,599,030千

円)であります。 

※５．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(640,184千円)及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額(1,950,585千

円)であります。 

※６．土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に

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。 

※６．土地再評価 

同 左 

 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月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。 

再評価の方法 

同 左 

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 

-302,025千円 

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 

   -389,187千円 

  

※７．非連結子会社の株式 ※７．非連結子会社の株式 

 非連結子会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

──────── 

投資有価証券（株式） 61,200千円  

※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 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

190

  

株 

当社の発行済株式総数 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

190

  

株 

※９．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

※９．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額6,858千円を売上原価

に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額4,781千円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 296千円 

 機械及び装置 1,120千円 

 器具備品 3,713千円 

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 15千円 

 器具備品 440千円 

     

   



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※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 

（単位：千円） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

     

現金及び預金    1,051,988 

有価証券    102,807 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   1,154,795 

 

     

現金及び預金    1,954,583 

有価証券    － 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   1,954,583 

 

    

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 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 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  551,262  142,367  765,346 

減価償却

累計額相

当額 

 17,508  349,517  81,285  448,311 

期末残高

相当額 
 54,207  201,745  61,082  317,035 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 67,767  494,557  140,299  702,624 

減価償却

累計額相

当額 

 23,026  284,173  98,779  405,979 

期末残高

相当額 
 44,741  210,384  41,519  296,645 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 115,116千円 

１年超 201,918千円 

合計 317,035千円 

１年以内 105,231千円 

１年超 191,413千円 

合計 296,645千円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同 左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 139,947千円 

減価償却費相当額 139,947千円 

支払リース料 123,201千円 

減価償却費相当額 123,201千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同 左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成16年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 ２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

  (1)株式 1,012,178 2,059,535 1,047,356 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
(2)その他 23,760 33,192 9,431 

  小計 1,035,939 2,092,727 1,056,788 

  (1)株式 3,863 2,994 -869 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
(2)その他 283,181 272,116 -11,065 

  小計 287,045 275,110 -11,934 

  合計 1,322,984 2,367,838 1,044,854 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

90,656 1,691 1,476 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）子会社株式 61,200 

（2）その他有価証券  

①マネー・マネージメント・ファンド 112,285 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 81,391 



当連結会計年度（平成17年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 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） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

  (1)株式 1,061,137 2,158,482 1,097,345 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
(2)その他 23,760 34,033 10,273 

  小計 1,084,897 2,192,516 1,107,618 

  (1)株式 20,123 18,066 -2,057 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
(2)その他 402,720 393,342 -9,378 

  小計 422,844 411,408 -11,436 

  合計 1,507,742 2,603,924 1,096,182 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

378,823 1,775 9,516 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 81,391 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．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。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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、金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであ

り、実質的なリスクはないと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行

に伴う信用リスクについてもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成16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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
5,500,000 5,000,000 -14,085 -14,085 

合計 5,500,000 5,000,000 -14,085 -14,085 



当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1)取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであり、実質的なリスクはな

いと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行に伴う信用リスクについ

てもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

当連結会計年度（平成17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） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
－ － － － 

合計 － － － － 



（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。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （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 

 （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。 

  
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

 （１）退職給付債務 -1,353,142 -1,396,396 

 （２）年金資産 763,311 754,816 

 （３）未積立退職給付債務（１）＋（２） -589,830 -641,579 

 （４）未認識年金資産 -65,397 － 

 （５）会計基準変更時差異の未処理額 0 0 

 （６）未認識数理計算上の差異 163,786 85,128 

 （７）未認識過去勤務債務 19,776 17,304 

 

（８）連結貸借対照表計上額純額 

（３）＋（４）＋（５）＋（６）＋

（７） 

-471,665 -539,146 

 （９）前払年金費用 178,670 － 

 （10）退職給付引当金（８）－（９） -650,335 -539,146 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 金額（千円） 金額（千円） 

退職給付費用 140,631 148,003 

（１）勤務費用 104,487 108,462 

（２）利息費用 24,253 25,903 

（３）期待運用収益（減算） -7,266 -7,633 

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 0 0 

（５）過去勤務債務の費用処理額 2,472 2,472 

（６）数理計算上の差異の費用処理額 16,685 18,798 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （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。 

 
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

（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 5年 

（６）数理計算上の差異の処理年数（注） 10年 10年 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 26,800千円

賞与引当金限度超過額 97,796千円

貸倒引当金限度超過額 589,916千円

退職給付引当金限度超過額 153,454千円

役員退職慰労引当金限度超過額 296,157千円

投資有価証券評価損 27,304千円

その他 72,882千円

繰延税金資産小計 1,264,312千円

評価性引当額 -18,678千円

 繰延税金資産合計 1,245,634千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,086,078千円

土地再評価差額 -235,203千円

その他有価証券評価差額金 -417,638千円

連結子会社の資産の評価差額 -18,881千円

繰延税金負債合計 -1,757,802千円

繰延税金負債の純額 -512,167千円

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 11,331千円

賞与引当金限度超過額 97,796千円

貸倒引当金限度超過額 528,342千円

退職給付引当金限度超過額 197,061千円

役員退職慰労引当金限度超過額 293,245千円

投資有価証券評価損 17,026千円

その他 89,486千円

繰延税金資産小計 1,234,290千円

評価性引当額 -37,878千円

 繰延税金資産合計 1,196,412千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,076,264千円

土地再評価差額 -475,309千円

その他有価証券評価差額金 -439,034千円

連結子会社の資産の評価差額 -18,881千円

繰延税金負債合計 -2,009,490千円

繰延税金負債の純額 -813,078千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
4.3％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.2％

留保金額に対する税額 1.4％

住民税均等割等 0.7％

連結調整勘定償却額 -2.3％

その他 4.3％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
50.2％

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.7％

住民税均等割等 0.6％

連結調整勘定償却額 -1.6％

その他 2.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.2％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16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、同一セグメントに属する管材類、衛生陶器・金具類及び住宅設備機器類

の仕入、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17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、住宅設備機器類及び空調機器類の仕入、販

売を行っております。 

 当該事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント

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。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自平成16年４月１日 至

平成17年３月31日） 

 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。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自平成16年４月１日 至

平成17年３月31日） 

 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15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(有)ハット企画への保険料の支払については、保険契約に基づくものであり一般取引先の条件と同様であり

ます。 

３．当社社長橋本政昭及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

４．当連結会計年度より、より積極的開示の観点から、(有)ハット企画との取引について開示することといたし

ました。 

当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権
等の所
有（被
所有）
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 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
過半数を自己の
計算において所
有している会社 

(有)ハット企画 
東京都
渋谷区 

100,000 保険代理業 20.8 兼任2名
損害保険
等の仲介

保険料の仲介 
（注２） 

7,587 － －

                        



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 879円15銭

１株当たり当期純利益 53円74銭

１株当たり純資産額 949円33銭

１株当たり当期純利益 81円65銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期純利益（千円） 478,057 723,440 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,200 5,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (5,200) (5,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 472,857 718,440 

期中平均株式数（株） 8,798,637 8,798,592 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

橋本総業株式会社 第１回無担保社債 
平成14年 

９月30日 
1,000,000 1,000,000 0.60 なし 

平成19年 

９月28日 

橋本総業株式会社 第２回無担保社債(注)１ 
平成15年 

２月19日 

900,000 

(100,000)

800,000 

(100,000)
0.61 なし 

平成20年 

１月31日 

橋本総業株式会社 第３回無担保社債(注)１ 
平成15年 

８月25日 

900,000 

(200,000)

700,000 

(200,000)
0.41 なし 

平成20年 

８月25日 

橋本総業株式会社 第４回無担保社債(注)１ 
平成15年 

12月10日 

1,000,000 

(200,000)

800,000 

(200,000)
1.06 なし 

平成20年 

12月30日 

橋本総業株式会社 第５回無担保社債(注)１ 
平成16年 

２月10日 

500,000 

(100,000)

400,000 

(100,000)
0.69 なし 

平成21年 

２月10日 

橋本総業株式会社 第６回無担保社債(注)１ 
平成16年 

９月10日 

－ 

 

500,000 

(200,000)
0.83 なし 

平成19年 

９月10日 

橋本総業株式会社 第７回無担保社債(注)１ 
平成16年 

９月15日 

－ 

 

900,000 

(200,000)
0.75 なし 

平成21年 

９月15日 

合計 － － 
4,300,000 

(600,000)

5,100,000 

(1,000,000)
－ － － 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

1,000,000 1,000,000 2,400,000 600,000 100,000 



【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 180,000 80,000 1.06 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 2,930,975 1,759,180 1.86 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,953,898 4,146,212 1.73 平成18年～26年

その他の有利子負債 342,457 386,025 0.03 － 

合計 8,407,331 6,371,418 － － 

 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 2,485,889 624,770 4,860 1,004,952 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   873,622   1,796,190  

２．受取手形    3,929,788   4,396,080  

３．売掛金   13,560,219   14,489,861  

４．有価証券   102,807   －  

５．商品   3,718,089   4,539,625  

６．前渡金   3,732   28,130  

７．前払費用   97,155   148,149  

８．繰延税金資産   173,609   135,741  

９．短期貸付金   64,139   60,904  

10．未収入金   279,300   252,856  

11．債権売却未収入金等 ※10  2,079,323   2,590,769  

12．その他   28,858   14,893  

貸倒引当金   -195,504   -118,855  

流動資産合計   24,715,143 63.5  28,334,346 66.9 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 3,168,444   2,906,447   

減価償却累計額  1,211,756 1,956,687  1,185,700 1,720,746  

(2）構築物  164,900   170,443   

減価償却累計額  112,569 52,330  120,194 50,248  

(3）機械及び装置  102,474   105,796   

減価償却累計額  76,767 25,707  82,219 23,576  

(4）車両運搬具  9,230   9,230   

減価償却累計額  7,551 1,679  8,109 1,121  

(5）器具備品  141,695   147,305   

減価償却累計額  95,192 46,503  102,115 45,190  

(6）土地 
※１ 
※３ 

 5,814,492   5,205,692  

(7）建設仮勘定   45,203   230,358  

有形固定資産合計   7,942,604 20.4  7,276,935 17.2 

 



  
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

２．無形固定資産        

(1）営業権   4,800   3,200  

(2）借地権   4,487   4,487  

(3）ソフトウェア   13,699   8,862  

(4）電話加入権   16,914   16,952  

無形固定資産合計   39,901 0.1  33,501 0.1 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 
※１ 
※２ 

 2,399,935   2,623,755  

(2）関係会社株式   249,299   249,299  

(3）出資金   4,370   6,397  

(4）長期貸付金   2,324,688   2,202,874  

(5）従業員長期貸付金   9,995   8,697  

(6）長期滞留債権 ※７  996,347   1,422,984  

(7）長期前払費用   5,429   7,758  

(8）保険積立金   782,551   978,746  

(9）敷金及び保証金   461,490   477,531  

(10）会員権   163,168   163,168  

(11）その他   478,670   300,000  

貸倒引当金   -1,665,796   -1,751,293  

投資その他の資産合計   6,210,150 16.0  6,689,920 15.8 

固定資産合計   14,192,655 36.5  14,000,357 33.1 

資産合計   38,907,799 100.0  42,334,704 100.0 

 



  
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形    7,839,718   8,533,850  

２．買掛金   8,099,051   10,463,312  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  2,781,996   1,654,746  

４．一年内償還予定の社債   600,000   1,000,000  

５．未払金   165,159   243,612  

６．未払費用   68,210   66,936  

７．未払法人税等   278,181   82,852  

８．未払消費税等   59,319   39,520  

９．前受金   13,247   10,570  

10．預り金 ※２  51,733   762,798  

11．前受収益   2,291   2,490  

12．賞与引当金   230,000   230,000  

13．その他   77,465   62,207  

流動負債合計   20,266,374 52.1  23,152,898 54.7 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   3,700,000   4,100,000  

２．長期借入金 ※１  4,707,254   4,052,508  

３．繰延税金負債   473,907   479,779  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※３  235,203   475,309  

５．退職給付引当金   592,389   481,498  

６．役員退職慰労引当金   698,394   733,114  

７．預り保証金    507,713   541,632  

８．その他   17,791   －  

固定負債合計   10,932,653 28.1  10,863,842 25.7 

負債合計   31,199,028 80.2  34,016,741 80.4 

        

 



  
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  542,528 1.4  542,528 1.3 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  434,439   434,439   

資本剰余金合計   434,439 1.1  434,439 1.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  75,482   75,482   

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  1,644,050   1,629,117   

(2）別途積立金  3,240,000   3,620,000   

３．当期未処分利益  809,381   662,687   

利益剰余金合計   5,768,913 14.8  5,987,286 14.1 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３  352,805 0.9  712,964 1.7 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  610,196 1.6  640,858 1.5 

Ⅵ 自己株式 ※６  -114 -0.0  -114 -0.0 

資本合計   7,708,770 19.8  8,317,963 19.6 

負債資本合計   38,907,799 100.0  42,334,704 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   86,816,350 100.0  94,478,961 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  3,741,101   3,718,089   

２．当期商品仕入高  79,014,627   86,837,772   

合計  82,755,729   90,555,812   

３．商品期末たな卸高 ※１ 3,718,089 79,037,639 91.0 4,539,625 86,016,187 91.0 

売上総利益   7,778,710 9.0  8,462,774 9.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  1,085,068   1,116,183   

２．支払手数料  294,787   307,155   

３．旅費交通費  192,935   215,027   

４．通信費  161,563   180,524   

５．交際費  81,082   84,217   

６．貸倒引当金繰入額  －   49,161   

７．役員報酬  142,731   140,550   

８．給料手当  2,587,436   2,793,318   

９．賞与引当金繰入額  230,000   230,000   

10．退職給付費用  132,852   143,388   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 29,928   34,720   

12．法定福利費及び福利厚
生費 

 631,345   670,916   

13．賃借料  481,041   483,896   

14．事務用消耗品費  139,786   143,067   

15．減価償却費  70,490   74,980   

16．租税公課  69,836   78,190   

17．その他  347,405 6,678,291 7.7 347,905 7,093,203 7.5 

営業利益   1,100,419 1.3  1,369,570 1.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  107,074   86,865   

２．受取配当金  19,076   25,716   

３．仕入割引  418,183   435,974   

４．賃貸収入  200,195   207,603   

５．その他  137,449 881,978 1.0 107,285 863,446 0.9 

 



  
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  229,555   258,710   

２．手形売却損  167,435   142,233   

３．売上割引  144,946   192,116   

４．賃貸費用  67,622   63,007   

５．その他  81,364 690,924 0.8 166,913 822,981 0.9 

経常利益   1,291,473 1.5  1,410,034 1.5 

Ⅵ 特別利益        

１．土地売却益   －   105,360   

２．投資有価証券売却益   591   －   

３．会員権売却益  16,885 17,477 0.0 － 105,360 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  246,703   －   

２．債権譲渡損   89,125   －   

３．建物売却損   －   87,355   

４．土地売却損   －   32,532   

５．固定資産除却損 ※２ 4,605   423   

６．投資有価証券評価損  732   －   

７．投資有価証券売却損  1,476   9,516   

８．会員権評価損  16,500   －   

９．会員権売却損  3,500   －   

10．金利スワップ解約損  － 362,642 0.4 60,653 190,482 0.2 

税引前当期純利益   946,308 1.1  1,324,912 1.4 

法人税、住民税及び事
業税 

 545,000   337,000   

法人税等調整額  -74,437 470,562 0.5 263,403 600,403 0.6 

当期純利益   475,745 0.6  724,508 0.8 

前期繰越利益   333,635   298,337  

土地再評価差額金取崩
額 

  －   -360,158  

当期未処分利益   809,381   662,687  

        



③【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

重要な会計方針 

  
前事業年度 

（平成16年６月29日） 
当事業年度 

（平成17年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   809,381  662,687 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 14,933 14,933 14,720 14,720 

合計   824,314  677,407 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  140,777  175,971  

２．役員賞与金  5,200  5,000  

（うち監査役賞与金）  (1,200)  (1,000)  

３．別途積立金  380,000 525,977 240,000 420,971 

Ⅳ 次期繰越利益   298,337  256,436 

      

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式 

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 

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同 左 

 



 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………４～50年 

 建物附属設備……３～18年 

 構築物……………６～30年 

建物（附属設備を除く） 

同 左 

  

  

  

  

  

 （2）無形固定資産……営業権について

は、取得後５年間の均等償却によっ

ております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

（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．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。 

同 左 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同 左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同 左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

(3)退職給付引当金 

同 左 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同 左 

 



 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……同 左 

・ヘッジ対象……同 左 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

③ヘッジ方針 

同 左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

９．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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同 左 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

建物 433,136千円 

土地 3,833,865千円 

計 4,267,001千円 

建物 299,539千円 

土地 3,368,865千円 

計 3,668,404千円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 1,850,000千円 長期借入金 1,850,000千円 

(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。 

(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。 

建物 1,002,276千円 

土地 740,000千円 

投資有価証券 814,204千円 

計 2,556,481千円 

建物 214,515千円 

土地 2,723,000千円 

投資有価証券 345,998千円 

計 3,283,513千円 

 



前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17年３月31日） 

※２．       ──────── ※２．投資有価証券のうち、895,187千円については貸株

に提供しております。 

※３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に係る税

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 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

-302,025千円 

※３．         同 左 

 

 

 

 

 

再評価の方法 

同 左 

 

 

 

 

 

 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 

     -389,187千円 

※４．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

※４．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

 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、610,196

千円であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

 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、640,858

千円であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式190株

であります。 

※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式190株

であります。 

 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17年３月31日） 

※７．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※７．         同 左 

８．保証債務 ８．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金63,203千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの借入金

30,000千円につき㈱三井住友銀行に債務保証を行っ

ております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金56,345千円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの㈱三井住

友銀行よりの借入金30,000千円及び㈱みずほ銀行よ

りの借入金50,000千円について債務保証を行ってお

ります。 

９．受取手形割引高 4,076,486千円 

受取手形裏書譲渡高 1,052千円 

９．受取手形割引高 187,032千円 

受取手形裏書譲渡高 －千円 

※10．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（480,293千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（1,599,030千

円）であります。 

※10．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

（640,184千円）及びファクタリング方式による流動

化に伴う当該債権の支払留保未収額（1,950,585千

円）であります。 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額6,858千円を売上原価

に算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額4,781千円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 296千円 

 機械及び装置 1,120千円 

 器具備品 3,188千円 

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 15千円 

 器具備品 408千円 

     

   



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：千円） 

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 

（単位：千円） 

  構築物  
器具備品

等 
 
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 71,715  529,578  99,332  700,626 

減価償却

累計額相

当額 

 17,508  330,890  47,574  395,973 

期末残高

相当額 
 54,207  198,687  51,758  304,652 

  構築物  
器具備品

等 
 
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 67,767  472,872  97,264  637,904 

減価償却

累計額相

当額 

 23,026  262,488  56,461  341,976 

期末残高

相当額 
 44,741  210,384  40,802  295,928 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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 

１年以内 103,451千円 

１年超 201,201千円 

合計 304,652千円 

１年以内 104,514千円 

１年超 191,413千円 

合計 295,928千円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同 左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 127,124千円 

減価償却費相当額 127,124千円 

支払リース料 111,536千円 

減価償却費相当額 111,536千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同 左 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 26,800千円 

賞与引当金限度超過額 92,000千円 

貸倒引当金限度超過額 580,622千円 

退職給付引当金限度超過額 132,429千円 

役員退職慰労引当金限度超過額 279,357千円 

投資有価証券評価損 27,304千円 

会員権評価損 26,018千円 

その他 46,721千円 

繰延税金資産小計 1,211,255千円 

評価性引当額 -18,678千円 

繰延税金資産合計 1,192,577千円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,086,078千円 

土地再評価差額 -235,203千円 

その他有価証券評価差額金 -406,797千円 

繰延税金負債合計 -1,728,079千円 

繰延税金負債の純額 -535,502千円 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 11,331千円 

賞与引当金限度超過額 92,000千円 

貸倒引当金限度超過額 518,456千円 

退職給付引当金限度超過額 176,070千円 

役員退職慰労引当金限度超過額 293,245千円 

投資有価証券評価損 17,026千円 

会員権評価損 26,018千円 

その他 63,193千円 

繰延税金資産小計 1,197,342千円 

評価性引当額 -37,878千円 

繰延税金資産合計 1,159,465千円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 -1,076,264千円 

土地再評価差額 -475,309千円 

その他有価証券評価差額金 -427,239千円 

繰延税金負債合計 -1,978,812千円 

繰延税金負債の純額 -819,347千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.9％ 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
-0.2％ 

留保金額に対する税額 1.4％ 

住民税均等割等 0.6％ 

その他 2.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
49.7％ 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.3％ 

住民税均等割等 0.4％ 

その他 1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.3％ 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 875円54銭

１株当たり当期純利益 53円47銭

１株当たり純資産額 944円80銭

１株当たり当期純利益 81円77銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期純利益（千円） 475,745 724,508 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,200 5,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (5,200) (5,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 470,545 719,508 

期中平均株式数（株） 8,798,637 8,798,592 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

東陶機器㈱ 429,672 395,298 

積水化学工業㈱ 344,002 267,977 

㈱キッツ 416,230 238,499 

住友商事㈱ 248,694 228,549 

ダイキン工業㈱ 80,112 216,302 

㈱みずほフィナンシャルグループ 110 105,070 

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 105 97,650 

㈱荏原 181,968 86,434 

㈱アベルコ 84,000 81,900 

㈱鶴見製作所 83,483 78,307 

その他34銘柄 2,616,104 400,389 

計 4,484,480 2,196,379 



【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。 

    ２．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

十二単衣 320,000,000 334,624 

日本株スタイル 30,000,000 23,100 

インカムストラテージー 7,700 6,314 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 4,619 

ＪＦグローバル・ＣＢ・オープン’９５ 3,000 30,267 

住信ＳＲＩ・Ｊオープン 25,617,775 28,451 

計 388,278,475 427,375 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 3,168,444 75,337 337,335 2,906,447 1,185,700 72,092 1,720,746 

構築物 164,900 6,132 589 170,443 120,194 7,904 50,248 

機械及び装置 102,474 3,321 － 105,796 82,219 5,452 23,576 

車両運搬具 9,230 － － 9,230 8,109 557 1,121 

器具備品 141,695 7,306 1,696 147,305 102,115 8,179 45,190 

土地 5,814,492 － 608,799 5,205,692 － － 5,205,692 

建設仮勘定 45,203 230,358 45,203 230,358 － － 230,358 

有形固定資産計 9,446,441 322,457 993,624 8,775,275 1,498,339 94,186 7,276,935 

無形固定資産        

営業権 8,000 － － 8,000 4,800 1,600 3,200 

借地権 4,487 － － 4,487 － － 4,487 

ソフトウェア 25,512 300 150 25,662 16,800 5,137 8,862 

電話加入権 16,914 37 － 16,952 － － 16,952 

無形固定資産計 54,913 337 150 55,101 21,600 6,737 33,501 

長期前払費用 7,347 6,902 4,383 9,866 2,107 189 7,758 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

建物 東雲配送センター  住宅設備展示モデル場 12,354千円 

建設仮勘定 福岡・出店予定地 土地・建物購入 229,427千円 

建物 越谷社員寮 売却 4,676千円 

建物 神宮前賃貸マンション 売却 234,494千円 

土地 越谷社員寮 売却 143,799千円 

土地 神宮前賃貸マンション 売却 465,000千円 



【資本金等明細表】 

 （注） １．当期末における自己株式数は、190株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。 

(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 542,528 － － 542,528 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

普通株式 （千円） 542,528 － － 542,528 

計 （株） (8,798,782) (－) (－) (8,798,782) 

計 （千円） 542,528 － － 542,528 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （千円） 434,439 － － 434,439 

計 （千円） 434,439 － － 434,439 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 75,482 － － 75,482 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）２ 
（千円） 1,644,050 － 14,933 1,629,117 

別途積立金（注）２ （千円） 3,240,000 380,000 － 3,620,000 

計 （千円） 4,959,532 380,000 14,933 5,324,599 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注） 1,861,301 1,870,148 40,313 1,820,987 1,870,148 

賞与引当金 230,000 230,000 230,000 － 230,000 

役員退職慰労引当金 698,394 34,720 － － 733,114 

区分 金額（千円） 

現金 441,773 

預金の種類  

当座預金 1,074,347 

普通預金 280,029 

納税準備預金 40 

計 1,354,417 

合計 1,796,190 



ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

㈱フジ 391,862 

㈱福知商会 210,770 

大江管材タイル㈱ 130,000 

サークル機材㈱ 112,189 

大谷産業㈱ 98,480 

その他 3,452,777 

合計 4,396,080 

期日 金額（千円） 

平成17年４月満期 138,267 

平成17年５月満期 172,594 

平成17年６月満期 567,861 

平成17年７月満期 2,152,697 

平成17年８月満期 1,256,041 

平成17年９月以降満期 108,620 

合計 4,396,080 

相手先 金額（千円） 

岩瀬産業㈱ 399,636 

栗田工業㈱ 269,877 

東洋熱工業㈱ 226,927 

㈱福知商会 184,478 

大江管材タイル㈱ 176,052 

その他 13,232,889 

合計 14,489,861 



(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

ホ 債権売却未収入金等 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

13,560,219 99,403,058 98,473,417 14,489,861 87.2 51.4 

品目 金額（千円） 

管材  

管類 465,723 

継手類 521,249 

バルブ類 583,757 

化成品類 983,336 

工具関連機材 259,165 

小計 2,813,233 

衛生陶器・金具類 1,410,564 

住宅設備機器類  

（給湯、厨房関連等） 156,603 

空調、ポンプ、その他  

（空調関連、ポンプ類、その他） 159,224 

合計 4,539,625 

相手先 金額（千円） 

㈱東京三菱銀行  726,965 

住友信託銀行㈱ 447,653 

商工組合中央金庫 470,859 

㈱みずほ銀行 548,759 

㈱三井住友銀行 227,207 

㈱ＵＦＪ銀行 169,324 

合計 2,590,769 



ヘ 長期貸付金 

② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

相手先 金額（千円） 

㈱福知商会 641,200 

サークル機材㈱ 533,600 

㈱フジ 417,600 

木川総業㈱ 294,000 

西部ムサシノ機設㈱ 158,600 

その他 157,874 

合計 2,202,874 

相手先 金額（千円） 

㈱ノーリツ 1,177,292 

住友商事㈱ 1,109,143 

クリナップ㈱ 577,774 

荏原テクノサーブ㈱ 543,699 

三菱電機住環境システムズ㈱ 501,769 

その他 4,624,170 

合計 8,533,850 

期日 金額（千円） 

平成17年４月満期 2,044,998 

平成17年５月満期 2,082,118 

平成17年６月満期 1,903,243 

平成17年７月満期 1,749,997 

平成17年８月満期 753,492 

合計 8,533,850 



ロ 買掛金 

ハ 社債      

  内訳は１．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

ニ 長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

東陶機器㈱ 2,774,877 

積水化学工業㈱ 2,629,805 

住友商事㈱ 353,412 

㈱キッツ 236,718 

㈱ノーリツ 230,315 

その他 4,238,183 

合計 10,463,312 

相手先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 2,000,000 

㈱東京三菱銀行 600,000 

住友信託銀行㈱ 400,000 

商工組合中央金庫 395,836 

その他 656,672 

合計 4,052,508 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 決算広告については、ホームページ（http://www.aspir.co.jp/kessan/7570/7570.html）に掲載しておりま

す。 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式記載上の注意（49）eに規定す

る親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第67期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）平成16年６月30日関東財務局長に提出 

（2）半期報告書 

 （第68期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）平成16年12月17日関東財務局長に提出 

（3）半期報告書の訂正報告書 

 （第67期中）（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）平成16年12月14日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻  裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本

総業株式会社及び連結子会社の平成１６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手形及び

売掛金が46,696千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が32,097千円減少

したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ33,702千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻  裕   印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋

本総業株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法

人は訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手

形及び売掛金が94,695千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が45,713

千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ47,999千円減少している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 大東 正躬  印 

 関与社員  公認会計士 吾妻  裕   印 

 関与社員  公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの第６７期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総業

株式会社の平成１６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過

大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処分利益

がそれぞれ46,696千円減少している。また、損益計算書については売上高が32,097千円減少したこと等により、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ33,702千円減少している。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻  裕   印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第68期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総

業株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処

分利益がそれぞれ94,695千円減少している。また、損益計算書については売上高が45,713千円減少したこと等により、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ47,999千円減少している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



【表紙】 

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【中間会計期間】 第69期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

【会社名】 橋本総業株式会社 

【英訳名】 HASHIMOTO SOGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  橋本 政昭 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町９番９号 

【電話番号】 ０３－３６６５－９０１２ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  阪田 貞一 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第69期中（平成18年３月期）」において、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の売上高

が67百万円、経常利益が71百万円、税金等調整前中間（当期）純利益及び税引前中間（当期）純利益が71百万円過大

に計上されておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき「平成17年12月16日」に提出しました半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、そ

の監査報告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フローの状況 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 42,145 46,927 47,958 89,061 97,540 

経常利益（百万円） 547 538 570 1,299 1,426 

中間（当期）純利益（百万円） 278 250 276 478 723 

純資産額（百万円） 7,215 7,818 8,625 7,740 8,357 

総資産額（百万円） 38,481 40,370 42,351 40,388 43,775 

１株当たり純資産額（円） 820.11 888.66 980.27 879.15 949.33 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
31.66 28.43 31.44 53.74 81.65 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 18.8 19.4 20.3 19.2 19.1 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
865 885 2,110 249 1,141 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
-956 -397 -1,258 -1,303 454 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
-196 -604 -1,584 -882 -825 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
2,804 1,067 1,222 1,154 1,954 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

  

586 

(88)

  

641 

(104)

  

658 

(126)

  

574 

(90)

  

633 

(123)

  



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

３．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標は記載しておりません。 

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 40,914 45,437 46,123 86,816 94,478 

経常利益（百万円） 529 526 524 1,291 1,410 

中間（当期）純利益（百万円） 264 245 231 475 724 

資本金（百万円） 542 542 542 542 542 

発行済株式総数(株) 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（百万円） 7,175 7,774 8,542 7,708 8,317 

総資産額（百万円） 36,669 38,734 40,470 38,907 42,334 

１株当たり純資産額（円） 815.53 883.58 970.81 875.54 944.80 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
30.00 27.93 26.34 53.47 81.77 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － 10.00 16.00 20.00 

自己資本比率（％） 19.6 20.1 21.1 19.8 19.6 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

  

538 

(87)

  

551 

(100)

  

566 

(120)

  

533 

(87)

  

542 

(116)

  



２【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。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。        

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業を営んでおりますが、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それぞれ90%を超え

るため、事業の種類別セグメントの記載を行っておりません。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。         

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 
658 

 (126) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 
566 

 (120) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績  

（マーケットの状況） 

  当中間連結会計期間における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） 

  

（営業の経過及び成果） 

 このようなマーケット状況のなかで、当社グループは期初に以下の10の基本戦略を定め、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47,958百万円（前年同期比＋2.2％）、売上総利益は4,585百万円（同＋

1.6％）となりました。販売費及び一般管理費は4,102百万円（同＋3.5％）で営業利益は482百万円（同△12.0％）

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570百万円（同＋5.9％）となりました。 

 特別損益は、投資有価証券売却益4百万円を計上した一方、リース解約損16百万円、固定資産除却損4百万円、減

損損失3百万円等により、21百万円の損失となりました。法人税等調整後の中間純利益は276百万円（同＋10.4％）

となりました。 

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体で取組む  

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  － 施主のソリューションをサービスに  

⑨ 効率化戦略  － 業務改善活動と一貫したＩＴシステムの構築  

⑩ リスク管理  － リスク管理を通じてロスゼロへ  



 部門別状況は以下の通りです。 

  

①管材類 

 当中間連結会計期間における管材類は、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。 

 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18,690百万円（前年同期比＋4.0％）となりまし

た。 

  

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。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は16,077百万円（前年同期比△2.9％）となりました。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

 パイプ 

 市中在庫の品薄感は緩和されつつあるもの

の、高炉各社の減産による在庫調整から、価

格の安定推移が今後も見込まれる。  

 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。  

 継手 

 鉄、銅製品は施工性、コスト面で市場から

押され気味。ステンレス・樹脂製品はメカニ

カルジョイント各社の開発競争が激化。  

 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。  

 バルブ 

 国内・海外プラント、工場分野は好調。特

にI T、自動車関連の設備投資と海外の石油

製品、ガス生産プラント向け需要。  

 各種プラント向けのステンレス、鋳鋼弁が下

期から来春にかけ品薄感が予想され、在庫、自

動弁加工の納期対応が必須。  

 化成品 
 原油の高騰により塩ビ樹脂関連商品の３次

値上が実施  

 在庫のフルライン化、即納体制で得意先のニ

ーズに応える。  

主要な商品 市場動向 当社の対応 

衛生陶器、金具 

戸建住宅はパワービルダー、賃貸は大手企業

が堅調でこの分野で低価格化。また工務店の

器具支給化が進む。 

低価格分野の対応、水工店の取替需要取組の喚

起、販売店の工務店・リフォーム店との取引拡

大に取組。 

多機能便座 

シート式便座は低価格化。更新時の需要確保

のため、多機能便座一体型便器へ。シート型

は取替需要拡大。 

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。 

システム商品 

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。 

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。 



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。 

  

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中間連結会計期間と同様、当中間連結会計期間の売上高も堅調

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6,877百万円（前年同期比△3.9％）となりました。なお当期より、一部の商品

（前年同期売上高491百万円）を当部門から除いております。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

給湯機器 

 ガス、石油機器は暖房兼用器、高性能器が

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。 

 ガス分野は高機能機、兼用機の戸建て対応

と、実用機の集合物件の取組み。石油は他メー

カールートの攻略。エコキュートは工務店、燃

料ルートの開拓で対応。 

厨房設備 

 静音型シンクや上下する食器棚など、より

一層使い勝手を追求した商品が多く発売。 

 メーカーとの会話を促進してエリア営業の徹

底と施工力、現場調査力をレベルアップして対

応力を強化。 

浴室設備 

 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表。 

 施工、現場調査力を強化して物件対応力をつ

けると同時に各社製品のセールスポイントを最

終ユーザーまで流れるしくみの構築。 

洗面設備 

 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する。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

空調機器 

 エアコンは高級器の換気機能付が一般化

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。 

 エアコンは集合物件とあわせ、職域などあら

ゆる販路を生かした高機能機への取組み。パッ

ケージは更新需要の増大にあわせ情報収集と提

案力を強化。 

換気設備 

 24時間換気対応品は３種換気が増加。木建

材ルート売上が増加。 

 住宅系は３種から１種への回帰傾向を踏ま

え、提案力を強化。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 

 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。 

 ポンプ、水槽ともに更新需要の取り込みと産

機分野の開拓。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計年度末に比べ

154百万円増加（同＋14.5％）し、当中間連結会計期間末には1,222百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの増減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2,110百万円（同＋138.4％）となりました。これは主に税金等調整前中間純

利益が549百万円計上されたこと及び売上債権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、使用した資金は1,258百万円（同＋216.4％）となりました。これは主に有形固定資産や投資

有価証券の取得によるものです。 

  

（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1,584百万円（同＋162.0％）となりました。これは主に長期借入金の返済及

び社債償還によるものです。  



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年同期比（％） 

管材類（百万円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

17,351 105.7 

衛生陶器・金具類（百万円） 14,767 96.9 

住宅設備機器類（百万円） 

（給湯、厨房関連等） 
5,769 117.3 

空調、ポンプ、その他（百万円） 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
6,304 98.1 

合計（百万円） 44,192 102.8 

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年同期比（％） 

管材類（百万円） 

（管材、継手類、バルブ類、化成品

類、工具関連機材） 

18,690 104.0 

衛生陶器・金具類（百万円） 16,077 97.1 

住宅設備機器類（百万円） 

（給湯、厨房関連等） 
6,313 120.3 

空調、ポンプ、その他（百万円） 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
6,877 96.1 

合計（百万円） 47,958 102.2 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当社グループでは、営業力強化のため、新規出店支店、東雲配送センターを中心に、279百万円の設備投資を実施

しました。 

 当中間連結会計期間においては、北海道支店の土地・建物を新たに購入し、255百万円の設備投資を実施しまし

た。 

 また前連結会計期間に開設を予定していた九州支店につきましては、当中間連結会計期間の６月に開設しました。

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

 北海道支店 

 （札幌市白石区） 

 販売配送設

備 
32 － 

233 

(4,310)
1 267 

8 

(1)

 九州支店 

 （福岡市東区） 

 販売配送設

備 
22 7 

217 

(2,988)
1 248 

4 

(3)



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月16日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成17年４月１日～

平成17年９月30日 
－ 8,798,782 － 542 － 434 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 1,746 19.85 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 508 5.78 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 497 5.65 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 225 2.57 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-26-11 113 1.29 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 90 1.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計 － 5,165 58.71 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）  「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含

まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    200 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,382 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本橋小

伝馬町9-9 
200 － 200 0.00 

計 － 200 － 200 0.00 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 810 820 890 1,050 1,030 1,050 

最低（円） 762 782 808 846 950 981 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

(3）当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変更しました。なお、比

較を容易にするため、前中間連結会計期間及び前中間会計期間についても百万円単位に組替え表示しております。

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,016   1,222   1,954  

２．受取手形及び売掛
金   16,808   17,842   19,418  

３．たな卸資産   4,604   5,307   5,018  

４．債権売却未収入金
等 

※８  2,470   2,101   2,590  

５．その他   1,061   1,068   690  

貸倒引当金   -177   -92   -126  

流動資産合計   25,784 63.9  27,450 64.8  29,546 67.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 2,222   1,972   1,970   

(2）土地 ※２ 5,765   5,748   5,300   

(3）その他  74 8,061  94 7,815  303 7,573  

２．無形固定資産   76   59   67  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 
※２ 
※３ 

2,557   3,640   2,685   

(2）敷金及び保証金  487   509   494   

(3）長期貸付金  2,279   2,146   2,213   

(4）その他  2,931   2,600   2,990   

貸倒引当金  -1,807 6,448  -1,870 7,026  -1,795 6,588  

固定資産合計   14,586 36.1  14,900 35.2  14,229 32.5 

資産合計   40,370 100.0  42,351 100.0  43,775 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   16,832   19,097   19,760  

２．短期借入金    135   40   80  

３．一年内返済予定の
長期借入金 

※２  2,324   1,650   1,759  

４．一年内償還予定の
社債 

   900   1,000   1,000  

５．未払法人税等   349   175   84  

６．賞与引当金   246   245   243  

７．その他 
※３ 
※７  433   1,492   1,346  

流動負債合計   21,220 52.6  23,702 56.0  24,273 55.4 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   4,600   3,600   4,100  

２．長期借入金 ※２  3,995   3,344   4,146  

３．退職給付引当金   702   553   539  

４．役員退職慰労引当
金   715   711   733  

５．預り保証金   544   536   541  

６．連結調整勘定   135   82   110  

７．その他   634   1,195   973  

固定負債合計   11,327 28.0  10,023 23.7  11,144 25.5 

負債合計   32,548 80.6  33,725 79.7  35,418 80.9 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   3 0.0  － －  0 0.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542 1.4  542 1.3  542 1.2 

Ⅱ 資本剰余金   434 1.1  434 1.0  434 1.0 

Ⅲ 利益剰余金   5,990 14.8  6,118 14.4  6,022 13.8 

Ⅳ 土地再評価差額金   271 0.7  712 1.7  712 1.6 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   580 1.4  817 1.9  645 1.5 

Ⅵ 自己株式   -0 -0.0  -0 -0.0  -0 -0.0 

資本合計   7,818 19.4  8,625 20.3  8,357 19.1 

負債、少数株主持分
及び資本合計   40,370 100.0  42,351 100.0  43,775 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   46,927 100.0  47,958 100.0  97,540 100.0 

Ⅱ 売上原価   42,415 90.4  43,372 90.4  88,322 90.5 

売上総利益   4,511 9.6  4,585 9.6  9,217 9.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,963 8.4  4,102 8.6  7,880 8.1 

営業利益   548 1.2  482 1.0  1,337 1.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  43   52   86   

２．受取配当金  16   22   27   

３．仕入割引  218   211   435   

４．賃貸収入  104   88   213   

５．その他  67 450 1.0 63 438 0.9 162 925 1.0 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  129   101   266   

２．手形売却損  77   68   144   

３．売上割引  86   118   193   

４．その他  166 460 1.0 61 349 0.7 231 836 0.9 

経常利益   538 1.2  570 1.2  1,426 1.5 

Ⅵ 特別利益           

１．土地売却益  －   －   105    

２．投資有価証券売却
益  －   4   －    

３．会員権売却益  －   －   3    

４．その他  1 1 0.0 － 4 0.0 － 108 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※２ 41   －   119   

２．固定資産除却損  －   4   0    

３．投資有価証券売却
損  8   －   9    

４．金利スワップ解約
損  －   －   60    

５．リース解約損  －   16   －    

６．減損損失 ※３ －   3   －    

７．その他  0 51 0.1 0 25 0.0 0 190 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益   488 1.1  549 1.2  1,344 1.4 

法人税、住民税及
び事業税  330   166   334   

法人税等調整額  -91 238 0.5 106 272 0.6 286 620 0.7 

少数株主利益
（－）又は少数株
主損失 

  -0 -0.0  0 0.0  0 0.0 

中間（当期）純利
益   250 0.6  276 0.6  723 0.7 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 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   434

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  434  434  434 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,796 6,022   5,796

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  250  276  723  

２．土地再評価差額金取
崩額 

 81  －  -360  

３．連結子会社増加に伴
う利益剰余金の増加
高 

 7 339 － 276 7 371 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  140  175  140  

２．役員賞与  5 145 5 180 5 145

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  5,990  6,118  6,022 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 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 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 488 549 1,344 

減価償却費  64 63 123 

社債発行費償却  25 － 25 

連結調整勘定償却額  -27 -27 -54 

退職給付引当金の増
減額（－は減少） 

 52 14 -111 

役員退職慰労引当金
の増減額（－は減
少） 

 17 -22 34 

貸倒引当金の増減額
（－は減少） 

 71 41 8 

賞与引当金の増減額
（－は減少） 

 -14 1 -17 

受取利息及び配当金  -60 -75 -113 

仕入割引  -218 -211 -435 

支払利息  129 101 266 

手形売却損  77 68 144 

有形固定資産売却損
益（－は売却益） 

 41 － 14 

デリバティブ評価損
益（－は評価益） 

 24 － 60 

減損損失  － 3 － 

その他損益項目  21 12 25 

売上債権の増減額
（－は増加） 

 1,130 1,720 -1,463 

たな卸資産の増減額
（－は増加） 

 -590 -288 -1,003 

債権売却未収入金等
の増減額（－は増
加） 

 -391 488 -511 

仕入債務の増減額
（－は減少） 

 263 -716 3,169 

役員賞与の支払額  -5 -5 -5 

その他  -10 359 50 

小計  1,088 2,079 1,554 

利息及び配当金の受
取額 

 277 283 547 

利息の支払額  -204 -167 -408 

法人税等の支払額  -276 -83 -553 

法人税等の還付額  1 0 1 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 885 2,110 1,141 

 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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 

 -356 -672 -475 

投資有価証券の売却
による収入 

 198 7 276 

子会社株式の取得に
よる支出 

 － -0 -1 

貸付けによる支出  -1,114 -1,216 -1,677 

貸付金の回収による
収入 

 803 915 1,804 

有形固定資産の取得
による支出 

 -31 -279 -290 

有形固定資産の売却
による収入 

 110 － 833 

会員権売却による収
入 

 － 3 3 

その他  -8 -15 -18 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 -397 -1,258 454 

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（－は減少） 

 -75 -40 -130 

長期借入による収入  － － 1,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 -1,565 -910 -2,979 

社債の発行による収
入 

 1,500 － 1,500 

社債の償還による支
出 

 -300 -500 -700 

社債発行費の支出  -25 － -25 

株式貸借取引による
収入 

 － 115 649 

配当金の支払額  -138 -175 -140 

前期金利スワップ解
約損の支払 

 － -74 － 

その他  － -0 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 -604 -1,584 -825 

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（－は減少） 

 -117 -732 769 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,154 1,954 1,154 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額 

  30 － 30 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 1,067 1,222 1,954 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

 前連結会計年度まで非連結

子会社であった株式会社ハッ

トリビングは、当中間連結会

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。 

(1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

  

(1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

 同社は当連結会計年度にお

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 

───── 

  

  

(2) 非連結子会社名 

───── 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

  

───── 

  

持分法を適用しない非連結子会社 

  

───── 

  

持分法を適用しない非連結子会社 

  

───── 

  

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市

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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

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 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

 商品 

 主として総平均法による

低価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 建物（附属設備を除く) 

…定額法 

同左 

  

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……   

３～50年 

 機械装置及び運搬具…  

４～17年 

  

  

  

  

  

 ②無形固定資産 

 営業権については、取得

後5年間の均等償却 

 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 

②無形固定資産 

同左 

  

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 

③長期前払費用 

同左 

 (ハ）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。 

(ハ）繰延資産の処理方法 

───── 

(ハ）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。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 (ニ）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間連結会計期間負担額を計上し

ております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当連

結会計期間負担額を計上してお

ります。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

  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。 

 また、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245百万円、適格退職年金制度

に係る差異－245百万円）につ

いては、5年による按分額を費

用処理しております。 

 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。 

 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。 

  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。

  

 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。 

 また、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異

245百万円、適格退職年金制度

に係る差異－245百万円）につ

いては、5年による按分額を費

用処理しております。 

 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。 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上してお

ります。 

 (ホ）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。 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 (ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

同左 

 ヘッジ対象 

借入金、預金 

ヘッジ対象 

借入金 

 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

──────  

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間から「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

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中間純利

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、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

──────  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「長期貸付金」の金額

は1,199百万円であります。  

──────  

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「債権売却未収

入金等の増減額」は、前中間連結会計期間は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が増し

たため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「債権売却未収入金等の増減額」は、334百万円であ

ります。  

 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 

1,671 百万円 1,722 百万円 1,667 百万円

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物及び構築物（208百万円）

並びに土地（2,723百万円）を

含んでおります。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物及び構築物（206百万円）

並びに土地（2,723百万円）を

含んでおります。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

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（2,723百万円）を

含んでおります。 

 建物及び構

築物 
605 百万円

土地 3,863 百万円

計 4,469 百万円

建物及び構

築物 
463 百万円

土地 3,398 百万円

計 3,862 百万円

建物及び構

築物 
476 百万円

土地 3,398 百万円

計 3,875 百万円

 上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 長期借入金 2,049 百万円 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

して次の資産を担保に供して

おります。 

(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。 

(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。 

 建物及び構築

物 
208 百万円

土地 2,723 百万円

投資有価証券 318 百万円

計 3,250 百万円

建物及び構築

物 
206 百万円

土地 2,723 百万円

投資有価証券 422 百万円

計 3,351 百万円

建物及び構築

物 
214百万円

土地 2,723百万円

投資有価証券 345百万円

計 3,283百万円

※３．貸付投資有価証券 ─────  投資有価証券のうち、1,079百万

円については貸株に供しており、

その担保として受け入れた838百万

円は流動負債その他に計上してお

ります。 

 投資有価証券のうち、895百万円

については貸株に供しており、そ

の担保として受け入れた722百万円

は流動負債その他に計上しており

ます。 

 ４．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金 

59百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

53百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

56百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 ５．手形債権流動化に伴

う買戻義務額 

───── 401 百万円 ───── 

 ６．受取手形割引高及び

裏書譲渡高 

受取手形割引高 4,408 百万円

     

受取手形割引高 383 百万円

     

受取手形割引高 397 百万円

     

※７．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ───── 

※８．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（452

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（2,018百万円）であ

ります。 

 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受益権（301

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（1,800百万円）であ

ります。 

 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受益権（640

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（1,950百万円）であ

ります。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 562百万円 

貸倒引当金繰入額 73 

給与手当 1,441 

賞与引当金繰入額 246 

退職給付費用 73 

役員退職慰労引当

金繰入額 

17 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 585百万円 

貸倒引当金繰入額 47 

給与手当 1,528 

賞与引当金繰入額 245 

退職給付費用 70 

役員退職慰労引当

金繰入額 

7 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 1,134百万円 

貸倒引当金繰入額  48 

給与手当 3,194 

賞与引当金繰入額 243 

退職給付費用 148 

役員退職慰労引当

金繰入額 

34 

※２ 固定資産売却損の内訳 

土地 32百万円 

建物 9 

──────  ※２ 固定資産売却損の内訳 

土地 32百万円 

建物 87 

──────  ※３ 減損損失 

   当社グループは、以下の減損損

失を計上いたしました。 

    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。 

   当中間連結会計期間において、

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。 

用途 種類 場所 

大明工機㈱

日南営業所

土地及

び建物 

宮崎県

日南市 

──────  

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※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16年９月30日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,016

有価証券  51

現金及び現金同等物  1,067

平成17年９月30日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,222

有価証券  －

現金及び現金同等物  1,222

平成17年３月31日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,954

有価証券  －

現金及び現金同等物  1,954



（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

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

（借主側） 

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中間期末残

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及び中間期末残

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及び期末残高相

当額 

 

有形固
定資産
その他 
(百万円) 

 

無形 
固定 
資産 

(百万円) 

 

合計 
 
 

(百万円)

取得価
額相当
額 

511  136  648 

減価償
却累計
額相当
額 

282  84  367 

中間期
末残高
相当額 

229  51  281 

 

有形固
定資産
その他
(百万円)

 

無形 
固定 
資産 

(百万円)

 

合計 
 
 

(百万円)

取得価
額相当
額 

566  111  677 

減価償
却累計
額相当
額 

243  67  310 

中間期
末残高
相当額 

323  43  367 

 

有形固
定資産
その他 
(百万円) 

 

無形 
固定 
資産 

(百万円)

 

合計 
 
 

(百万円)

取得価
額相当
額 

562  140  702 

減価償
却累計
額相当
額 

307  98  405 

期末残
高相当
額 

255  41  296 

  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産の

中間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  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 102 百万円 

１年超 178 百万円 

合計 281 百万円 

１年以内 125 百万円 

１年超 241 百万円 

合計 367 百万円 

１年以内 105 百万円 

１年超 191 百万円 

合計 296 百万円 

  なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高等に

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  なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

 支払リース料 64 百万円 

減価償却費相当

額 
64 百万円 

支払リース料 64 百万円 

減価償却費相当

額 
64 百万円 

支払リース料 123 百万円 

減価償却費相当

額 
123 百万円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

 (1）株式 1,050 2,039 989 

 (2）その他 438 435 -2 

合計 1,488 2,475 986 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券   

①マネー・マネージメント・ファンド 51 

②非上場株式（店頭売買株式を除く） 81 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

 (1）株式 1,187 2,556 1,368 

 (2）その他 990 1,003 13 

合計 2,177 3,559 1,381 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券   

非上場株式 81 



（前連結会計年度末）（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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （注）１．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。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

（当中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

  

（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

 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） 

(1）株式 1,081 2,176 1,095 

(2）その他 426 427 0 

合計 1,507 2,603 1,096 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 81 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 スワップ取引    

 変動受取・固定支払 6,000 -38 -38 

         

         

      

合計 6,000 -38 -38 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17

年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）

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、同一セグメントに属する管材

類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類及び空調類の仕入、販売を行なっております。 

 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

る割合がそれぞれ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。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17

年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）

において、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。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17

年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）

において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

888円66銭

28円43銭

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益

金額 

980円27銭

31円44銭

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益

金額 

949円33銭

81円65銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間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

り中間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。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
250  276  723  

普通株主に帰属しない金額

（百万円） 
－  －  5  

（うち利益処分による役員

賞与金）（百万円） 
(－) (－) (5) 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（百万円） 
250  276  718  

期中平均株式数（株） 8,798,592  8,798,592  8,798,592  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  897   1,100   1,796   

２．受取手形   2,280   2,968   4,396   

３．売掛金  13,654   13,890   14,489   

４．たな卸資産  4,219   4,797   4,539   

５．債権売却未収入
金等 

※８ 2,470   2,101   2,590   

６．その他  1,048   975   640   

貸倒引当金  -166   -78   -118   

流動資産合計   24,403 63.0  25,754 63.6  28,334 66.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,966   1,732   1,720   

(2）土地 ※２ 5,670   5,657   5,205   

(3）その他  121   134   350   

有形固定資産合
計  7,759   7,524   7,276   

２．無形固定資産  36   30   33   

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券 
※２ 
※３ 

2,496   3,584   2,623   

(2）敷金及び保証
金  469   487   477   

(3）長期貸付金  2,277   2,146   2,211   

(4）その他  3,058   2,767   3,128   

貸倒引当金  -1,768   -1,825   -1,751   

投資その他の資
産合計  6,534   7,160   6,689   

固定資産合計   14,330 37.0  14,715 36.4  14,000 33.1 

資産合計   38,734 100.0  40,470 100.0  42,334 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17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
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   8,161   8,019   8,533   

２．買掛金  7,784   9,870   10,463   

３．一年以内返済予
定の長期借入金 

※２ 2,185   1,592   1,654   

４．一年内償還予定
の社債 

  900   1,000   1,000   

５．未払法人税等  348   174   82   

６．賞与引当金  230   230   230   

７．その他 
※３ 
※７ 

361   1,257   1,188   

流動負債合計   19,972 51.6  22,143 54.7  23,152 54.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  4,600   3,600   4,100   

２．長期借入金 ※２ 3,864   3,272   4,052   

３．退職給付引当金  647   496   481   

４．役員退職慰労引
当金  715   711   733   

５．預り保証金   544   528   541   

６．その他  615   1,176   955   

固定負債合計   10,987 28.3  9,784 24.2  10,863 25.7 

負債合計   30,959 79.9  31,927 78.9  34,016 80.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   542 1.4  542 1.3  542 1.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  434   434   434   

資本剰余金合計   434 1.1  434 1.1  434 1.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  75   75   75   

２．任意積立金  5,249   5,474   5,249   

３．中間（当期）未
処分利益  625   488   662   

利益剰余金合計   5,950 15.4  6,038 14.9  5,987 14.1 

Ⅳ 土地再評価差額金   271 0.7  712 1.8  712 1.7 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   575 1.5  813 2.0  640 1.5 

Ⅵ 自己株式   -0 -0.0  -0 -0.0  -0 -0.0 

資本合計   7,774 20.1  8,542 21.1  8,317 19.6 

負債資本合計   38,734 100.0  40,470 100.0  42,334 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   45,437 100.0  46,123 100.0  94,478 100.0 

Ⅱ 売上原価   41,292 90.9  41,947 91.0  86,016 91.0 

売上総利益   4,144 9.1  4,175 9.0  8,462 9.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   3,579 7.9  3,712 8.0  7,093 7.5 

営業利益   565 1.2  463 1.0  1,369 1.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  415 0.9  405 0.9  863 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  454 1.0  344 0.7  822 0.9 

経常利益   526 1.1  524 1.2  1,410 1.5 

Ⅵ 特別利益    － －  0 0.0  105 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※３  50 0.1  19 0.0  190 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   475 1.0  505 1.2  1,324 1.4 

法人税、住民税
及び事業税 

※４ 335   165   337   

法人税等調整額 ※４ -105 229 0.5 108 273 0.6 263 600 0.6 

中間（当期）純
利益   245 0.5  231 0.6  724 0.8 

前期繰越利益   298   256   298  

土地再評価差額
金取崩額 

    81     －     -360   

中間（当期）未
処分利益   625   488   662  

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 

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 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品……総平均法に基づく低価

法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

同左 

  

同左 

  

 その他 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

  

  

  

  

  

  

 建物……………４～50年 

建物附属設備…３～18年 

構築物…………６～30年 

  

  

  

  

  

  

 (2）無形固定資産 

 営業権については、取得後５

年間の均等償却 

 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 

(2）無形固定資産 

同左 

(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 

(3）長期前払費用 

同左 

  

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。 

─────  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。 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（退職一時金制度に係る差異245

百万円、適格退職年金制度に係

る差異－245百万円）について

は、５年による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、５年による按分額を

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

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

翌事業年度から費用処理をする

こととしております。 

  

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

５．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 同左 

 



会計処理の変更 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。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。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

同左 

 ヘッジ対象 

 借入金、預金 

ヘッジ対象 

 借入金 

 

 (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フロ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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間から「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 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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

──────  

  



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前中間期末の「長期貸付金」の金額は1,197百

万円であります。  

──────  

  

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 

1,508 百万円 1,545 百万円 1,498 百万円

※２．担保提供資産 (1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物（208百万円）並びに土地

（2,723百万円）を含んでおり

ます。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の担

保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の建

物（206百万円）並びに土地

（2,723百万円）を含んでおりま

す。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物（214百万円）並びに土地

（2,723百万円）を含んでおり

ます。 

 建物 423 百万円

土地 3,833 百万円

計 4,257 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 

1,850 百万円

建物 290 百万円

土地 3,368 百万円

計 3,659 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 

1,850 百万円

建物 299 百万円

土地 3,368 百万円

計 3,668 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 

1,850 百万円

 (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。 

(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。 

(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。 

 建物 208 百万円

土地 2,723 百万円

投資有

価証券 
318 百万円

計 3,250 百万円

建物 206 百万円

土地 2,723 百万円

投資有

価証券 
422 百万円

計 3,351 百万円

建物 214 百万円

土地 2,723 百万円

投資有

価証券 
345 百万円

計 3,283 百万円

※３．貸付投資有価証券 ─────   投資有価証券のうち、1,079百万

円については貸株に提供しており、

その担保として受け入れた838百万

円は流動負債その他に計上しており

ます。 

  投資有価証券のうち、895百万

円については貸株に提供してお

り、その担保として受け入れた722

百万円は流動負債その他に計上し

ております。 

 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 ４．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金 

59百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

53百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金 

56百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

   また、子会社である㈱ハットリ

ビングの借入金40百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っ

ております。 

 また、子会社である㈱ハットリ

ビングの㈱みずほ銀行よりの借入

金30百万円及び㈱ＵＦＪ銀行より

の借入金10百万円について債務保

証を行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリ

ビングの㈱三井住友銀行よりの借

入金30百万円及び㈱みずほ銀行よ

りの借入金50百万円について債務

保証を行っております。 

 ５．手形債権流動化に伴う

買戻義務額 

───── 401 百万円 ───── 

 ６．受取手形割引高及び裏

書譲渡高 

受取手形割

引高 
4,186 百万円

     

受取手形割

引高 
237 百万円

     

受取手形割

引高 
187 百万円

     

※７．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 

※８．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（452

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（2,018百万円）であ

ります。    

 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受益権（301

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（1,800百万円）であ

ります。    

 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受益権（640

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（1,950百万円）であ

ります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１．営業外収益の主

要項目 

受取利息 43 百万円

仕入割引 218 百万円

賃貸収入 104 百万円

受取利息 52 百万円

仕入割引 211 百万円

賃貸収入 87 百万円

受取利息 86 百万円

仕入割引 435 百万円

賃貸収入 207 百万円

※２．営業外費用の主

要項目 

支払利息 124 百万円

手形売却損 76 百万円

売上割引 86 百万円

賃貸費用 35 百万円

支払利息 99 百万円

手形売却損 67 百万円

売上割引 116 百万円

賃貸費用 32 百万円

支払利息 258 百万円

手形売却損 142 百万円

売上割引 192 百万円

賃貸費用 63 百万円

※３．特別損失の主要

項目 

────── リース解約

損 
16百万円

固定資産売

却損 
119 百万円

※４．租税特別措置法

上の諸準備金の

取り扱い 

中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算

しております。 

同左 ────── 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 50 百万円 48 百万円 94 百万円

無形固定資産 3百万円 3 百万円 6 百万円



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

（借主側） 

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中間期末残

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及び中間期末残

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及び期末残高相

当額 

 

有形固
定資産
その他 
(百万円) 

 
無形固
定資産 
(百万円) 

 
合計 
(百万円)

取得価
額相当
額 

490  93  583 

減価償
却累計
額相当
額 

262  46  308 

中間期
末残高
相当額 

228  46  274 

 

有形固
定資産
その他 
(百万円)

 
無形固
定資産 
(百万円)

 
合計 
(百万円)

取得価
額相当
額 

527  111  638 

減価償
却累計
額相当
額 

220  67  288 

中間期
末残高
相当額

306  43  350 

 

有形固
定資産
その他 
(百万円) 

 
無形固
定資産 
(百万円)

 
合計 
(百万円)

取得価
額相当
額 

540  97  637 

減価償
却累計
額相当
額 

285  56  341 

期末残
高相当
額 

255  40  295 

  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間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  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 95 百万円 

１年超 178 百万円 

合計 274 百万円 

１年以内 120 百万円 

１年超 229 百万円 

合計 350 百万円 

１年以内 104 百万円 

１年超 191 百万円 

合計 295 百万円 

  なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

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  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料及び減価償却費相当

額 

 支払リース料 58 百万円 

減価償却費相

当額 
58 百万円 

支払リース料 62 百万円 

減価償却費相

当額 
62 百万円 

支払リース料 111 百万円 

減価償却費相

当額 
111 百万円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 平成17年11月22日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

 （イ） 中間配当による配当金の総額 87百万円 

 （ロ） １株当たりの金額 10円00銭 

 （ハ） 支払開始日 平成17年12月14日 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  (1)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第68期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出 

  

  (2)半期報告書の訂正報告書 

  （第68期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）平成17年12月15日関東財務局長に提出 

  

  (3)有価証券報告書の訂正報告書 

  事業年度（第68期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年12月15日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16

年9月30日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、橋本総業株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が81,523千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、中間連結損益計算書については売上高

が33,169千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ34,827千円減少してい

る。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、橋本総業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の中間連結財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間連結貸借対照表に与える影響としては

受取手形及び売掛金が165百万円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、中間連結損益計算書については売上高

が67百万円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ71百万円減少している。

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第68期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9

月30日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、橋本総業株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から

平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ81,523千円減少している。また、中間損益計算書については売上高が33,169千円減少したこと等

により、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ34,827千円減少している。  

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻 裕   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第69期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、橋本総業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の過大計

上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正

後の中間財務諸表について再度中間監査を行った。この訂正の結果、中間貸借対照表に与える影響としては売掛金及び中

間未処分利益がそれぞれ165百万円減少している。また、中間損益計算書については売上高が67百万円減少したこと等に

より、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ71百万円減少している。  

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  

 当社は、平成13年３月期から平成18年３月期までの間、元社員が予算達成を目的に過大な売上を計上し不適切な会

計処理を行っていたことが判明いたしましたので、以下の通り訂正を行うこととしました。 

  

 不適切な会計処理の結果「第69期事業年度（平成18年３月期）」において、連結財務諸表及び財務諸表の売上高が

112百万円、経常利益が118百万円過大に、税金等調整前当期純利益及び税引前当期純利益が１百万円過少に計上され

ておりました。 

 

 これらを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき「平成18年６月30日」に提出しました有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

 なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、あずさ監査法人より、再度監査を受けており、その監査報

告書を添付しております。  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フロー 

２ 仕入及び販売の状況 

(2）販売実績 

４ 事業等のリスク 

 ３ 取引先の信用リスクについて 

(1）長期滞留債権について 

７ 財政状態及び経営成績の分析 

(2）当連結会計年度の財政状態の分析 

(3）当連結会計年度の経営成績の分析 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

(2）主な資産及び負債の内容 

３【訂正個所】 

 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第66期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） － 83,926 89,061 97,540 102,472 

経常利益（百万円） － 1,432 1,299 1,426 1,496 

当期純利益（百万円） － 535 478 723 821 

純資産額（百万円） － 6,799 7,740 8,357 8,799 

総資産額（百万円） － 38,468 40,388 43,775 43,204 

１株当たり純資産額（円） － 772.05 879.15 949.33 999.33 

１株当たり当期純利益（円） － 60.17 53.74 81.65 92.58 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － 17.7 19.2 19.1 20.4 

自己資本利益率（％） － 7.9 6.2 8.7 9.3 

株価収益率（倍） － 9.4 14.9 9.8 13.8 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
－ 1,801 249 1,141 2,792 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
－ △526 △1,303 454 394 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
－ △1,934 △882 △825 △3,714 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
－ 3,092 1,154 1,954 1,426 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

－ 

(－) 

547 

(74) 

574 

(90) 

633 

(123) 

634 

(133) 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第65期は、平成13年５月18日付で１株を1.5株に分割する株式分割を実施しております。 

なお、第65期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

４．第66期より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー関係の指標等は記載しておりません。 

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） 77,336 82,345 86,816 94,478 98,648 

経常利益（百万円） 523 1,400 1,291 1,410 1,394 

当期純利益（百万円） 253 509 475 724 727 

資本金（百万円） 542 542 542 542 542 

発行済株式総数（株） 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 8,798,782 

純資産額（百万円） 6,396 6,777 7,708 8,317 8,671 

総資産額（百万円） 37,721 36,335 38,907 42,334 41,634 

１株当たり純資産額 

（円） 
727.02 769.69 875.54 944.80 984.83 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額)

（円） 

10.00 

(－) 

12.00 

(－) 

16.00 

(－) 

20.00 

(－) 

22.50 

(10) 

１株当たり当期純利益 

（円） 
28.83 57.26 53.47 81.77 81.88 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 17.0 18.7 19.8 19.6 20.8 

自己資本利益率（％） 4.0 7.5 6.2 8.7 8.4 

株価収益率（倍） 18.7 9.9 15.0 9.8 15.6 

配当性向（％） 34.7 21.0 29.9 24.5 27.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
3,386 － － － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
156 － － － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△5,182 － － － － 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
3,751 － － － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

511 

(－) 

500 

(74) 

533 

(87) 

542 

(116) 

544 

(127) 



２【沿革】 

 当社は、明治23年10月橋本久次郎が、東京市神田区においてパイプ、継手等を販売する個人商店を開業したのが始

まりであります。その後、昭和13年３月株式会社橋本商店の商号をもって法人組織として設立され、今日に至ってお

ります。会社設立後の主な変遷は、次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和13年３月 資本金35万円をもって株式会社橋本商店を設立。 

昭和30年２月 住友金属工業㈱のガス管、水道用鋼管等の特約販売店となる。 

積水化学工業㈱の塩ビ管、ポリエチレン管等化成品類の代理店となる。 

昭和31年５月 松下電器産業㈱の代理店となり、住設機器類の販売に本格参入する。 

昭和37年４月 東陶機器㈱の特約販売店となり、衛生陶器・金具類の販売に本格参入する。 

昭和40年４月 ㈱北澤バルブ（現在の㈱キッツ）の各種バルブの指定代理店となる。 

昭和41年９月 三菱電機㈱のエアコン等住設機器の特約店となる。 

昭和42年７月 ㈱荏原製作所の各種ポンプの特約店となる。 

以後管材、住設機器メーカー各社の特約代理店となり、取扱商品を拡大。 

昭和44年１月 東京都江東区猿江１丁目に鉄筋コンクリート造４階建ての深川配送センターを建設。 

昭和45年２月 社名を橋本総業株式会社と改称。 

11月 本社新社屋竣工。 

昭和48年３月 埼玉県久喜市六万部に北関東支店並びに久喜配送センターを開設。 

昭和49年５月 青森県三戸郡五戸町豊間内に配送センターを開設。 

８月 仙台市本町（宮城県管工事会館ビル）に東北支店を開設。 

昭和50年４月 宮城県黒川郡大衡村大衡に配送センターを開設。 

昭和55年８月 海老名市に西部支店と厚木配送センターを開設。 

昭和59年３月 千葉県白井町に東関東支店並びに白井配送センターを開設。 

９月 東北支店の営配一体化を図る為、支店・配送センターを仙台市内に移転し、新東北支店としてオ

ープン。 

昭和60年５月 新潟市に新潟営業所を開設。 

昭和62年４月 神奈川県横浜市中区に横浜支店並びに横浜配送センターを開設。 

長野市に長野支店並びに長野配送センターを開設。 

昭和63年２月 東京都武蔵村山市に多摩支店並びに多摩配送センターを開設。 

平成元年５月 新潟営業所を移転し、配送センターを併設して新潟支店とする。 

９月 静岡県沼津市に東海支店並びに沼津配送センターを開設。 

平成３年４月 大阪市北区に関西営業所を開設。 

西部支店を発展解消し、山梨県昭和町に山梨支店並びに甲府配送センターを開設。併せて横浜支

店の営業範囲を拡充し神奈川支店と改称。 

５月 福島県郡山市に福島支店並びに郡山配送センターを開設。 

平成４年６月 群馬県佐波郡玉村町に群馬支店並びに群馬配送センターを開設。 

平成５年６月 岩手県盛岡市に北東北支店並びに北東北配送センターを開設。 

平成６年６月 茨城県土浦市に茨城支店並びに茨城配送センターを開設。 

10月 名古屋市中村区に名古屋営業所を開設。 

平成８年７月 関西営業所を移転し、配送センターを併設して関西支店とする。 

７月 多摩支店並びに多摩配送センターを立川市砂川町に移転。 

10月 名古屋営業所を移転し、配送センターを併設して中部支店とする。 

平成９年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成10年２月 栃木県宇都宮市に栃木支店並びに栃木配送センターを開設。 

平成11年９月 深川配送センターを閉鎖し、東京都江東区東雲２丁目に東雲配送センターを開設。 

平成13年６月 関西支店の事務所を大阪市西区に、また同支店の配送センターを大阪市大正区に移転。 

平成14年７月 大明工機株式会社（現連結子会社）の株式取得。 

平成15年９月 貸金業者登録 登録番号 東京都知事（１）第２７８３３号。 

平成15年10月 土木関係の販売体制づくりのため、関西第２配送センターを新設。 

  静岡県浜松市に浜松支店並びに浜松配送センターを開設。 

 



３【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通りです。 

年月 事項 

平成16年２月 北海道札幌市に北海道支店並びに北海道配送センターを開設。 

  新潟支店並びに新潟配送センターを新潟市豊１丁目に移転。 

平成16年３月 子会社である株式会社ハットリビング（旧社名 橋本機設株式会社）が東京ガス株式会社のエネ

スタ業務（国分寺）の営業を譲受ける。 

平成16年９月 広島県広島市に中国営業所を開設。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 

平成17年４月 石川県金沢市に北陸支店並びに北陸配送センターを開設。 

青森県青森市に青森支店並びに青森配送センターを開設。 

 平成17年５月 関西第２配送センターを閉鎖、大阪市大正区の関西第１配送センターの機能を拡充。 

 平成17年６月 福岡県福岡市東区に九州支店並びに九州配送センターを開設。  

 平成18年１月 岡山県岡山市に中国支店並びに中国配送センターを開設。 

広島市中区の中国営業所を西区に移転し、広島営業所として開設。 



 部門ごとの主要商品は、次のとおりであります。 

 当社グループの品目及び販売経路は次のとおりであります。 

部門 主要商品 

管材類 

管類 鋼管、ステンレス管、銅管、鉛管、鉄管等 

継手類 鋼管用継手、ステンレス管用継手、銅管用継手、ドレネジ継手、溶接継手等 

バルブ類 
各種材質汎用バルブ、バタフライバルブ、チャッキ弁、安全弁、減圧弁、調節

弁等 

化成品類 
塩ビ管、ポリエチレン管、ポリプロピレン管、塩ビ管用各種継手類、カラーパ

イプ、ＦＲＰパネルタンク等 

工具関連機材 各種配管用・工作用工具類、電動工具類 

衛生陶器・金具類 
便器・手洗器、洗面器、洗浄便座、センサーシステム、バス、洗面化粧台、水

栓類、シャワー金具類等 

住宅設備機器類 
給湯関連 給湯器、風呂釜、湯沸器等 

厨房関連 システムキッチン、ユニット流し台等 

空調、ポンプ、

その他 

空調関連 ルームエアコン、パッケージエアコン等 

ポンプ類 汎用陸上ポンプ、ラインポンプ、水中ポンプ等 

その他 汎用コンピュータシステム、オフコン、パソコン、携帯電話、ファクシミリ等 

品目 販売経路 

管類 

継手類 

バルブ類 

化成品類 

工具関連機材 

衛生陶器・金具類 

給湯・厨房関連 

空調関連 

ポンプ類 

その他 

バルブ類 

  

  

 



 （注） 特需部門とは、大口需要先（サブコン）への直接販売をいいます。又、ルート部門とは、二次店への販売（卸

売）をいいます。 

４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．特定子会社に該当しております。 

５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．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、住宅設備機

器類及び空調類の仕入、販売を行なっております。当該事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグ

メントの売上高の合計、営業利益及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の情報の記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含めております。 

４．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含みます。 

品目 販売経路 

住宅設備機器類 

  

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

大明工機株式会社 

東京都中央区湊

１丁目１番12号 
30 管工機材の販売 100 

商品の販売及び仕

入 

役員の兼任あり 

（連結子会社） 

株式会社ハットリビ

ング（注）２ 

東京都中央区日

本橋小伝馬町９

番９号 

90 

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 

100 

役員の兼任あり 

借入金に対する債

務保証あり 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 
634 

(133) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（百万円） 

544 

(127) 
33.8 9.1 4 



(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

（マーケットの状況） 

 当連結会計年度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、当連結会計年度における市場

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） 

  

（営業の経過及び成果） 

 このような状況下、当社グループは、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102,472百万円（前年同期比＋5.1％）、売上総利益は9,465百万円（同＋2.7％）

となりました。販売費及び一般管理費は8,157百万円（同＋3.5％）で営業利益は1,307百万円（同△2.2％）となりま

した。また、営業外損益の黒字が増加したことにより、経常利益は1,496百万円（同＋4.9％）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817百万円等を計上したことによ

り、当期純利益は821百万円（同＋13.6％）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。 

 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。 

  

主要な商品 市 場 動 向 当社の対応  

 パイプ 

 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。 

 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。 

 継手 

 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。 

  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。 

 バルブ 

 ５～６月前後に建値の改定が行われ、鋳

鉄製品、ステンレス製品等を中心に品薄状

態となりました。 

 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。 

 化成品 
 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。 

 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。 



 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。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は33,498百万円（同△1.0％）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。 

 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。 

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。 

主要な商品 市 場 動 向 当社の対応  

 レストルーム 

(トイレ廻り商

品) 

 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。 

 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。 

  

  

バス、キッチ

ン、洗面（シス

テム商品） 

 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。 

 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。 

主要な商品 市 場 動 向 当社の対応  

 給湯機器 

 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。 

 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。 

 厨房設備 

 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。 

 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。 

 浴室設備 

 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。 

 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。 

  

  

 洗面設備 

 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。 

  

主要な商品 市 場 動 向 当社の対応  

 空調機器 

 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。 

 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。 

  

 換気設備 
 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。 

 ビル、産業系は空質・省エネ重視のトータ

ル提案。 

 



 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)キャッシュ・フロー 

 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当期純利益

が1,484百万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。 

２【仕入及び販売の状況】 

(1)仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

主要な商品 市 場 動 向 当社の対応  

 ポンプ・水槽 

 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。 

 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。 

  

事業部門の名称 金額（百万円） 前期比（％） 

管材 

（管類、継手類、バルブ類、化成品類、工具関連機材） 
36,375 107.2 

 衛生陶器・金具類 30,740 98.2 

 住宅設備機器類 

 （給湯、厨房関連等） 
12,858 115.2 

空調、ポンプ、その他 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
13,085 101.1 

合計 93,059 104.2 



(2)販売実績 

 当連結会計年度の商品販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当社グループの対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

 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） 

  

 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。 

  

事業部門の名称 金額（百万円） 前期比（％） 

管材 

（管類、継手類、バルブ類、化成品類、工具関連機材） 
40,483 108.6 

 衛生陶器・金具類 33,498 99.0 

 住宅設備機器類 

 （給湯、厨房関連等） 
14,187 115.3 

空調、ポンプ、その他 

（空調関連、ポンプ類、その他） 
14,303 101.1 

合計 102,472 105.1 

 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 



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。

  

３．取引先の信用リスクについて 

(1)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1,484百万円となっており、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、1,245百万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。 

  

(2)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。 

  

(3)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を支援し、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。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成に当りまして、より慎重な判断を要し、財政状態及び経営成績に影響を与える項目

は主に下記の通りです。 

  

たな卸資産の評価 

 たな卸資産は主として総平均法による低価法で評価しており、中間連結決算日、連結決算日を基準日として、実地

棚卸を行っております。また、陳腐化したたな卸資産に関しては、毎期減損処理しております。 

  

貸倒引当金の計上 

 債権の貸倒による損失に備えるため、債権種別毎に分類し、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相手先の業績・債権残高・財務状況・保全状況（担保）等を考慮して、貸倒引当金を

計上しております。このため相手先の財務状況等が悪化した場合は、貸倒引当金を積み増すこととなるため、損益に

マイナスの影響を与える可能性があります。 

  

債権売却未収入金 

 信託方式による受取手形債権の流動化に伴い、保有する劣後信託受益権及びファクタリング方式による流動化に伴

う支払留保未収額を計上しております。債権売却未収入金額は、手形の流動化・金額の増減により影響を受けます。

  

繰延税金資産 

 繰延税金資産については、その回収可能性を慎重に検討した上で、回収可能性があると認められるものについての

み貸借対照表上に繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計上は、予測される将来における課税所得見積

額により影響を受けます。 

  

退職給付関連 

 当社グループは、確定給付型の制度として、当社は適格退職年金制度及び退職一時金制度を、連結子会社は、退職

一時金制度を設けております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算は、その計算の際に使用された計算基礎率に

より異なります。これらの計算基礎率には、割引率・年金資産の期待運用収益率等が含まれます。使用した計算基礎

率は、妥当なものと考えておりますが、計算基礎率自体の変更により、退職給付引当金及び退職給付費用に影響を与

える可能性があります。 

 また、役員の退職慰労金につきましては、内規に基づき期末要支給額の100％を引当計上しております。 

  



有利子負債 

 当社グループの連結ベースの平成17年３月期の有利子負債残高（短期借入金・長期借入金・社債・手形割引）は、

11,482百万円、平成18年３月期の同残高は8,397百万円であり、同期の連結総資産に対する割合はそれぞれ26.2％、

19.4％となっております。これは、当社が現金支払を主体としてることに関連しておりますが、今後支払手形を増や

していくことやファクタリングへの移行を推進することにより、さらに有利子負債残高を削減してまいります。 

(2)当連結会計年度の財政状態の分析 

（資産） 

 資産合計は、前連結会計年度末に比べて、572百万円減少（1.3％減）し、43,204百万円となりました。 

 流動資産の減少は、主に手形ファクタリング時に一時資金を留保される「債権売却未収入金」が減少したこと及び

売上債権が増加したこと等によるものです。 

 固定資産の主な減少要因は、貸倒引当金を積増したことによるものです。 

  

（負債） 

 負債合計は前連結会計年度末に比べて、1,014百万円減少（2.9％減）し、34,404百万円となりました。 

 流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金が1,594百万円増加したこと及び一年内返済予定長期借入金が726

百万円増加したことによるものです。 

 固定負債の主な減少要因は、長期借入金が2,485百万円の減少したこと及び社債の償還1,000百万円によるもので

す。 

（資本） 

 資本合計は、前連結会計年度末に比べて、442百万円増加（5.3％増）し、8,799百万円となりました。 

 主な増加要因は、当期純利益により利益剰余金が増加したことによるものです。 

(3)当連結会計年度の経営成績の分析 

 当社グループの経営成績は、建設投資（民間住宅投資・民間非住宅投資・公共投資）動向に影響され、当連結会計

年度は、民間投資の堅調な推移、新規出店支店の戦力化及び各種営業施策等により、売上高は伸長し、当連結会計年

度の売上高は102,472百万円（前期比5.1％増）となりました。 

  

売上高 

 管材類の売上高は、前連結会計年度に比べ、3,207百万円増収（8.6％増）となり、衛生陶器・金具類の売上高は、

前連結会計年度に比べ、323百万円減収（1.0％減）となり、住設機器類の売上高は前連結会計年度に比べ、1,886百

万円増収（15.3％増）となり、空調機器類・その他の売上高は、前連結会計年度に比べ162百万円増収（1.1％増）と

なりました。 

  

売上総利益 

 売上総利益は、売上高の増加に伴い、前連結会計年度に比べ、248百万円増加（2.7％増）となりました。売上総利

益率は前連結会計年度に比べ、原油をはじめとする素材の高騰に伴う仕入価格の上昇により、0.2％減少しました。 

  

販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費は、運賃及び荷造費、支払手数料等の増加により、前連結会計年度に比べ、276百万円増加

（3.5％増）しました。 

  

営業利益 

 以上の結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ、30百万円減少（2.2％減）しました。 

  



経常利益 

 経常利益は、前連結会計年度に比べ、70百万円増加（4.9％増）しました。 

  

特別損益 

 収用補償金の受取及び投資有価証券売却に係る特別利益（収用補償金203百万円、投資有価証券売却益860百万円）

及び貸倒引当金繰入額817百万円等を計上した結果、特別損益は12百万円の損失となりました。 

  

当期純利益 

 当期純利益は、前連結会計年度に比べ98百万円増加（13.6％増）しました。 

  

経営成績に重要な影響を与える要因 

 過年度において、売上高は拡大基調にあります。 

 平成14年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、取引先である㈱信和の倒産により貸倒引当金繰入額が増加し

たこと等によるものであります。 

 平成16年３月期の営業利益以下の前期比減益要因は、仕入価格条件が厳しくなり、それを販売価格に転嫁できなか

ったことによるものです。 

 平成17年３月期は過去最高の増収増益となりました。これは、競合他社の倒産による商圏の獲得に加え、新規出店

等により営業地盤を拡大したことによるものです。 

 平成18年３月期は売上総利益は、新規出店及び既存店の各種営業施策が寄与し増益となりましたが、原油をはじめ

とする素材価格の高騰が続いており、これにより仕入価格が上昇し、売上総利益率が0.2ポイント低下しました。 

 以上のような要因が発生した場合、経営成績に影響を与える可能性があります。 

(4)経営戦略の現状と見通し 

 これらの状況を踏まえて、当社グループは経営戦略として定めた前述の事業戦略に基づき、既存分野でのシェアア

ップを図るとともに新規出店を含め、各地域ごとの新規開拓に邁進して、売上高・損益の向上を図り、各地のマーケ

ットリサーチを行ってまいります。 

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金状況として、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ、1,651百万円増加

し、2,792百万円となりました。これは主に、債権売却未収入金の減少及び税金等調整前当期純利益が1,484百万円を

計上できたことによるものであります。 

 投資活動の結果得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、59百万円減少し、394百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券売却及び有形固定資産取得によるものであります。 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、2,889百万円増加し、3,714百万円となり

ました。これは主に、借入金の返済及び社債の償還によるものであります。 

  



当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

（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。 

 以上の活動の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、528百万円減少

し、1,426百万円となりました。 

  平成17年3月期 平成18年3月期 

 株主資本比率（％） 19.1% 20.4% 

 時価ベースの株主資本比率（％） 16.1% 26.0% 

 債務償還年数（年） 10.1年 3.1年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.8倍 8.4倍 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、営業力強化のため、支出総額で423百万円の設備投資を実施しました。  

 主なものは、賃借物件であった北海道支店の土地・建物の新規購入266百万円、静岡支店の建物改築工事36百万円

であります。 

 その他、既存店舗・配送センター内の設備拡張・改装工事等のため、121百万円の設備投資を実施しました。 

２【主要な設備の状況】 

(1)提出会社 

 当社は、管工機材・住宅設備機器の販売（卸売）を中心として国内において28事業所を運営しております。ま

た、国内に賃貸物件を３物件、厚生施設等を６物件有しております。 

 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（百万円） 

機械装置 
及び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
(面積㎡) 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

本社 

（東京都中央区） 
販売管理設備 63 0 

411 

(399)
5 480 

149 

(24)

産機支店 

（東京都中央区） 
販売設備 － － － 0 0 

8 

(1)

東雲配送センター 

（東京都江東区） 
配送設備 235 12 

2,723 

(8,815)
36 3,007 

24 

(19)

北海道支店 

（札幌市白石区） 
販売配送設備 42 － 

233 

(4,310)
1 277 

8 

(2)

北東北支店 

（岩手県紫波郡矢巾

町） 

〃 0 － － 0 0 
16 

(3)

青森支店 

 （青森県青森市） 
 〃 2 0 － 1 3 

7 

(4)

東北支店 

（仙台市若林区） 
〃 0 － － 1 1 

23 

(12)

福島支店 

（福島県郡山市） 
〃 45 0 

63 

(2,297)
0 109 

14 

(1)

群馬支店 

（群馬県佐波郡玉村

町） 

〃 77 0 
109 

(3,177)
0 187 

18 

(7)

埼玉支店 

（さいたま市北区） 
販売設備 5 － － 0 5 

27 

(7)

久喜配送センター 

（埼玉県久喜市） 
配送設備 24 0 

234 

(7,652)
2 261 

5 

(2)

栃木支店 

（栃木県宇都宮市） 
販売配送設備 0 0 － 1 2 

18 

(2)

新潟支店 

（新潟県新潟市） 
〃 60 － 

175 

(4,108)
2 237 

16 

(2)

長野支店 

（長野県長野市） 
〃 0 － 

36 

(368)
0 37 

15 

(2)

北陸支店 

（石川県金沢市） 
〃 1 － － 1 3 

9 

(3)

 



 （注）１．当社は事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．帳簿価額のうち、「その他」は器具備品であります。 

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

４．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
(人) 建物及び構築物 

（百万円） 

機械装置 
及び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
(面積㎡) 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

茨城支店 

（茨城県土浦市） 
〃 56 0 

25 

(985)
0 83 

17 

(1)

千葉支店 

（千葉県白井市） 
〃 22 － 

271 

(3,044)
1 295 

24 

(4)

多摩支店 

（東京都立川市） 
〃 2 0 － 2 5 

22 

(4)

山梨支店 

（山梨県中巨摩郡昭和

町） 

〃 2 0 － 1 3 
15 

(3)

神奈川支店 

（横浜市中区） 
〃 3 0 － 1 5 

35 

(1)

静岡支店 

（静岡県沼津市） 
〃 71 0 

86 

(1,227)
2 160 

16 

(2)

中部支店 

（名古屋市南区） 
〃 7 0 － 1 8 

17 

(5)

浜松支店 

（静岡県浜松市） 
〃 1 － － 0 2 

9 

(2)

関西支店 

（大阪市西区） 
販売設備 － － － 0 0 

16 

(6)

関西配送センター 

（大阪市大正区） 
配送設備 4 － － 0 5 

3 

(1)

中国支店 

（岡山県岡山市） 
販売配送設備 5 3 － 0 9 

8 

(2)

広島営業所 

（広島市西区） 
販売設備 － － － － － 

1 

(1)

九州支店 

（福岡市東区） 
販売配送設備 22 6 

220 

(2,988)
2 251 

4 

(4)

営業設備計  759 26 
4,591 

(39,374)
71 5,449 

544 

(127)

イトーピア橋本他賃貸

全３物件 
賃貸物件等 1,005 3 

833 

(1,035)
0 1,842 

－ 

(－)

西武ヴィラ苗場他厚生

施設等全６物件 
〃 55 － 

206 

(2,306)
0 262 

－ 

(－) 

名称 台数 リース期間（年）
年間リース料 
（百万円） 

リース契約残高 
（百万円） 

本社・支店コンピュータシステム 一式 ３～６ 88 163 

倉庫用ラック 一式 ７～８ 15 89 



(2)国内子会社 

 （注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３．リース契約等による主な賃借設備は、次のとおりであります。これは、所有権移転外ファイナンス・リース

であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び構
築物 
（百万円） 

機械装置及び
運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
(面積㎡) 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

大明工機㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
販売管理設備 0 － － 0 0 

24 

(1)

同上 
石巻営業所 

(宮城県石巻市) 
販売配送設備 0 － 

8 

(713)
0 9 

5 

(－)

同上 

日南営業所(宮

崎県日南市)他

６営業所 

販売配送設備 5 0 
10 

(330)
0 16 

14 

(1)

同上 
大明ビル 

(東京都中央区) 
賃貸物件 174 － 

30 

(129)
0 204 

－ 

(－)

㈱ハットリビング 

本社 

(東京都中央区)

他１事業所 

店舗及び本部 10 0 － 1 12 
47 

(4)

名称 台数 リース期間（年） 
年間リース料 
（百万円） 

リース契約残高 
（百万円） 

本社・営業所 

コンピューターシステム他 
一式 ４～５ 3 14 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2)【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １株を1.5株に分割 

(4)【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式240株は、「個人その他」に２単元及び「単元未満株式の状況」に40株含めて記載しております。 

２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が31単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 19,000,000 

計 19,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成18年３月31日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成18年６月30日) 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,798,782 8,798,782 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,798,782 8,798,782 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成13年５月18日 

（注） 
2,932,927 8,798,782 － 542 － 434 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 19 5 98 5 － 1,055 1,182 － 

所有株式数（単元） － 10,044 345 28,385 938 － 48,262 87,974 1,382 

所有株式数の割合

（％） 
－ 11.41 0.39 32.26 1.07 － 54.87 100 － 



(5)【大株主の状況】 

(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株（議決権31個）含ま

れております。 

②【自己株式等】 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ハット企画 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 1,733 19.70 

橋本 政昭 東京都新宿区市谷左内町21-8 1,578 17.94 

橋本総業従業員持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 476 5.41 

橋本 政雄 東京都渋谷区松濤1-8-13 438 4.98 

橋本総業取引先持株会 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 239 2.72 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 225 2.56 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 116 1.32 

阪田 貞一 神奈川県横浜市神奈川区片倉町4-26-11 114 1.30 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 90 1.02 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 90 1.02 

計  5,101 57.98 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    200 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,797,200 87,972 － 

単元未満株式 普通株式   1,382 － － 

発行済株式総数 8,798,782 － － 

総株主の議決権 － 87,972 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

橋本総業株式会社 

東京都中央区日本

橋小伝馬町9-9 
200 － 200 0.0 

計 － 200 － 200 0.0 



(7)【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 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、当期におきましては、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）と決定しました。 

 なお、第69期の中間配当についての取締役会決議は、平成17年11月22日に行なっております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業

協会の公表のものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 657 680 900 900 1,370 

最低（円） 500 465 550 679 762 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,030 1,000 1,130 1,300 1,370 1,310 

最低（円） 899 935 1,000 1,060 1,130 1,200 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（千株） 

代表取締役 会長 橋本 政雄 大正12年７月10日生 

昭和20年11月 当社入社 

昭和21年３月 監査役就任 

昭和22年３月 常務取締役就任 

昭和23年８月 代表取締役社長就任 

平成２年10月 代表取締役会長就任（現）

438 

代表取締役 社長 橋本 政昭 昭和25年８月15日生 

昭和51年４月 住友金属工業株式会社入社

昭和53年10月 当社入社 

昭和55年３月 取締役就任 

昭和57年２月 専務取締役就任 

昭和60年３月 取締役副社長就任 

平成２年10月 代表取締役社長就任（現）

1,578 

専務取締役 管理本部長 阪田 貞一 昭和25年10月４日生 

昭和51年４月 新日本製鐵株式会社入社 

平成４年４月 当社入社 

平成４年７月 企画本部長兼管理副本部長就任 

平成５年６月 取締役企画本部長兼管理副本部長就任 

平成７年10月 取締役管理副本部長就任 

平成８年４月 取締役神奈川ブロック長就任 

平成８年12月 取締役管理副本部長就任 

平成９年６月 常務取締役管理本部長就任 

平成18年６月 専務取締役管理本部長就任（現） 

114 

専務取締役 営業本部長 衣斐 輝夫 昭和17年９月20日生 

昭和40年３月 当社入社 

昭和59年３月 特需一部長就任 

平成２年４月 取締役特需一部長就任 

平成６年７月 取締役特需ブロック長就任 

平成８年４月 取締役東京ブロック長就任 

平成９年４月 取締役商品統括ブロック長就任 

平成９年６月 常務取締役商品統括ブロック長就任 

平成13年４月 常務取締役商品統括・特需分掌就任 

平成15年６月 常務取締役営業本部長就任 

平成18年６月 専務取締役営業本部長就任（現） 

31 

常務取締役 

商品本部長・

東陶住設商品

事業部長・株

式会社ハット

リビング代表

取締役 

鈴木 了 昭和23年３月24日生 

昭和45年10月 当社入社 

平成９年４月 住設商品部長就任 

平成11年６月 取締役商品統括担当就任 

平成13年４月 取締役商品統括ブロック長兼特需ブロック長

就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼特需ブロック長兼住設

商品センター・特需５部管掌就任 

平成15年10月 取締役営業副本部長兼関西ブロック長兼住設

空調商品センター・特需４部・５部管掌就任 

平成17年２月 取締役営業副本部長兼住設商品部長・特需５

部管掌就任 

平成17年４月 取締役商品企画部長・住設商品部長・ガス営

業部長・株式会社ハットリビング代表取締役

就任（現） 

平成18年６月 常務取締役就任・商品本部長・東陶商品事業

部長（現） 

19 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（千株） 

取締役 

ブロック長 

（多摩・山梨

支店管掌）・

営業支援セン

ター長 

田代 元久 昭和21年６月４日生 

昭和38年11月 当社入社 

昭和63年４月 多摩支店長就任 

平成８年４月 西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役西関東ブロック長就任 

平成15年３月 取締役営業副本部長兼東陶商品センター管掌

就任 

平成17年４月 取締役九州ブロック長・東陶商品部長就任 

平成17年６月 取締役東陶商品部長就任 

平成18年６月 取締役ブロック長（多摩・山梨支店管掌）・

営業支援センター長（現） 

16 

取締役 

ブロック長 

（産機支店管

掌）・大明工

機株式会社代

表取締役 

橋ヶ谷 芳朗 昭和27年２月２日生 

昭和49年10月 当社入社 

平成４年３月 東京支店部長就任 

平成８年４月 東京支店長就任 

平成９年４月 東京ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東京ブロック長就任 

平成15年３月 取締役東京ブロック長兼大明工機株式会社管

掌就任 

平成15年10月 取締役特需１部・２部・産機支店・東雲配送

センター管掌就任 

平成16年４月 大明工機株式会社代表取締役就任（現） 

平成17年４月 取締役産機ブロック長・物流企画部長就任 

平成18年６月 取締役ブロック長（産機支店管掌）（現） 

18 

取締役 

ブロック長 

（北海道・東

北・福島支店

管掌） 

遠藤 辰之 昭和27年５月７日生 

昭和50年３月 当社入社 

平成５年６月 北東北支店長就任 

平成11年６月 東北ブロック長就任 

平成12年６月 取締役東北ブロック長就任 

平成18年６月 取締役ブロック長（北海道・東北・福島支店

管掌）・地方販促支援（現） 

15 

取締役 

ブロック長 

（千葉・茨

城・神奈川支

店管掌） 

野村 和幸 昭和26年９月８日生 

昭和52年３月 当社入社 

平成６年７月 神奈川支店長就任 

平成15年４月 西関東ブロック長就任 

平成15年６月 取締役西関東ブロック長就任 

平成18年６月 取締役ブロック長（千葉・茨城・神奈川支店

管掌）・首都圏販促支援（現） 

2 

取締役 

ブロック長 

（東京東・中

央・西支店・

住設建材部管

掌） 

田所 浩行 昭和36年10月11日生 

昭和59年３月 当社入社 

平成11年４月 東京支店販売２部部長就任 

平成12年１月 東京中央支店長就任 

平成13年11月 東京中央支店長兼東京東支店長就任 

平成14年４月 東京支店長兼東京住設建材部長就任 

平成16年５月 東京ブロック長兼東京支店長就任 

平成17年４月 東京ブロック長兼東京東支店長就任 

平成17年６月 取締役東京ブロック長兼東京東支店長就任 

平成18年６月 取締役ブロック長（東京東・中央・西支店・

住設建材部管掌）・営業企画担当（現） 

5 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（千株） 

取締役  辻 民雄 昭和４年２月12日生 

平成３年６月 積水化学工業株式会社 

 専務取締役退任 

平成５年６月 東海積水工業株式会社 

 代表取締役会長退任 

平成８年６月 当社監査役就任 

平成12年６月 監査役退任 

平成12年６月 取締役就任（現） 

4 

常勤監査役  千葉 昭司 昭和９年９月８日生 

昭和32年３月 当社入社 

昭和51年２月 社長室企画部長就任 

昭和60年３月 取締役総務部長就任 

平成４年６月 常務取締役就任 

平成10年３月 常務取締役辞任 

平成10年４月 相談役就任 

平成12年６月 常勤監査役就任（現） 

28 

監査役  三澤 巌 昭和８年７月21日生 

昭和34年３月 当社入社 

昭和51年２月 第二営業部販売三部長就任 

昭和62年３月 取締役西部支店長就任 

平成３年４月 取締役山梨支店長就任 

平成６年４月 取締役西関東ブロック長就任 

平成８年６月 取締役退任 

平成８年６月 常勤監査役就任 

平成12年６月 監査役就任（現） 

24 

監査役  神藏 勉 昭和７年１月９日生 

昭和24年３月 大蔵省入省 

昭和59年７月 小田原税務署長就任 

昭和60年７月 東京国税局直税部 

 資産税課長就任 

昭和62年７月 神奈川税務署長就任 

昭和63年７月 東京国税不服審判所 

 第二部部長審判官就任 

平成元年７月 横浜中税務署長就任 

平成２年７月 大蔵省退官 

平成２年９月 税理士開業 

平成10年６月 当社監査役就任（現） 

1 

 



 （注） １．監査役神藏 勉及び中村 中は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．取締役辻 民雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３．代表取締役社長橋本政昭は、代表取締役会長橋本政雄の長男であります。  

４．当社では、業務執行の責任と権限を強化・拡充をすることで、取締役会における重要事項の意思決定機能

及び監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しました。各執行役員の役職、氏名及び担当は次の通

りであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（千株） 

監査役  中村 中 昭和25年６月20日生 

昭和49年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）入行 

平成13年９月 株式会社東京三菱銀行退職 

平成13年10月 株式会社ユニックラボ（現株式会社ファイン

ビット）代表取締役就任（現） 

平成17年６月 当社監査役就任（現） 

0 

   計 2,300 

執行役員  宇佐見 徳 秋 ブロック長（中部、浜松、静岡支店管掌） 

執行役員  井 上 立 美 管材商品事業部長 

執行役員  岩 田 直 樹 住設商品事業部長、空調商品事業部長 

執行役員  渡 辺 佳 則 ブロック長（中国、九州支店管掌） 

執行役員  橋 本 昭 夫 システム事業部長 

執行役員  巴   正 義 ブロック長（北東北、青森支店管掌） 

執行役員  坂 井 俊 一 ブロック長（長野、新潟、北陸、関西支店管掌） 

執行役員  渡 辺   弘 ブロック長（特需１部、２部、３部、東北特販部管掌） 

執行役員  伊 藤 光太郎 経営管理グループ長 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は経営を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、効率性を求めた経営を行うとともに、経営の透明性と健全性の

観点からタイムリーなディスクロージャーを重視し、積極的に正確な情報開示を実施し、機動的なＩＲ活動に努めて

おります。 

  

(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 ①経営管理機構及び業務執行体制 

 取締役11名（提出日現在）のうち社外取締役１名、監査役４名のうち常勤監査役１名、非常勤監査役３名（うち

社外監査役２名）となっております。取締役会は、経営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、さらに取締

役会の意思決定に基づき、各エリアの統轄責任者であるブロック長が責任を持って業務を遂行し、月２回行われる

ブロック長会議で進捗状況を確認する体制をとっております。 

 また、監査役は定められた基準に従い、取締役会及び重要な会議等への出席や財産、取引の調査等を通じ、取締

役の職務遂行の監査を行っております。 

 さらに、必要に応じて開催される経営会議は常務取締役以上の役付取締役で構成され、取締役会に付議する事

項、取締役会から委任された事項等、経営の重要事項について審議しております。 

  

 ②内部統制システムの整備の状況 

 社長の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おります。 

 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及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。 

 また、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、当社及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

ております。 

  

 ③内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査部門、監査役会ともに年間の監査計画書に基づきスケジュールを実行しております。特に監査役会は内

部監査部門との緊密な連携のもと、状況によっては内部監査部門の監査に同行しています。また、内部監査報告書

並びに改善命令書の提出を求め、必要に応じては助言、勧告を致しております。 

 取締役会への提出書類並びに付議事項に就いては、監査役が事前に管理部門担当役員立会のもと閲覧し、監査し

個別にチェックを致しております。 

  

 ④会計監査の状況 

 当社の会計監査を執行した公認会計士は次のとおりであり、また、会計監査に係る補助者は、公認会計士３名、

会計士補６名、その他１名であります。 

 なお、吾妻 裕氏については、第59期事業年度より10年を超える期間監査を執行しておりましたが、第69期中間

会計期間をもって三浦孝昭氏と交代しております。 

 ⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

  会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係に関しては

特別な人的関係、資本的関係等はありません。 

  

 ⑥弁護士、税理士等その他第三者の状況 

 顧問弁護士及び税理士、コンサルタントから必要に応じて専門的なアドバイスを受けられる協力体制となってお

ります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

 指定社員 業務執行社員 吾妻  裕  あずさ監査法人 

 指定社員 業務執行社員 三浦 孝昭  〃 

 指定社員 業務執行社員 内田 正美  〃 



(2)リスク管理体制の整備の状況 

  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毎日の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コンプライアンス体制 

 ・当社グループは第69期より、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、取締役及び従業員が

法令、企業倫理、社内規定の遵守の観点から、適切な日常活動を取り続けるよう推進します。また、弁護士など

外部専門家を活用することにより、業務に関連する法令の制定、改正があれば、必要に応じてコンプライアンス

委員会にて対応を検討していきます。 

 ・取締役及び従業員の「行動規範」を制定し、小冊子を配布、周知徹底を図ります。 

 ・「コンプライアンス相談窓口」を開設し、違法、不当と考えられる行為を発見した場合に、直ちに相談でき

る通報体制を構築します。監査室による社内各部門の定期的監査による、不当行為のチェック、改善を図る体制

は継続していきます。 

  

(3)役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであり

ます。 

（注）公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１

項に規定する業務に基づく報酬 

役員報酬 監査報酬 

    

取締役に支払った報酬 210百万円 

  うち社内取締役 203百万円 

  うち社外取締役 7百万円 

監査役に支払った報酬 18百万円 

計 229百万円 

監査証明に係る報酬 

（注） 

19百万円 

その他 5百万円 

計 24百万円 

 株主総会決議に基づく退職慰労金29百万円  



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項の

ただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、第68期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項の

ただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に記載される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりまし

たが、当連結会計年度及び当事業年度より、百万円単位で記載することに変更いたしました。 

  なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位に組替え表示しておりま

す。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び第68期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年４月１

日から平成18年３月31日まで）及び第69期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸

表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1)【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

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   19,418   21,361  

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   29,546 67.5  29,118 67.4 

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 18.2 

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 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

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   1,484  

(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   △2,431  

投資その他の資産合計   6,588 15.1  6,197 14.3 

固定資産合計   14,229 32.5  14,086 32.6 

資産合計   43,775 100.0  43,204 100.0 

        
 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

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．支払手形及び買掛金   19,760   21,354  

２．短期借入金   80   10  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,759   2,485  

４．一年内償還予定の社債   1,000   1,000  

５．未払法人税等   84   725  

６．預り金    774   155  

７．賞与引当金   243   189  

８．その他   571   839  

流動負債合計   24,273 55.4  26,761 61.9 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   4,100   3,100  

２．長期借入金 ※１  4,146   1,660  

３．繰延税金負債   498   351  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※７  475   638  

５．退職給付引当金   539   559  

６．役員退職慰労引当金   733   711  

７．預り保証金   541   566  

８．連結調整勘定   110   54  

９．その他   －   0  

固定負債合計   11,144 25.5  7,643 17.7 

負債合計   35,418 80.9  34,404 79.6 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   0 0.0  － － 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※８  542 1.2  542 1.3 

Ⅱ 資本剰余金   434 1.0  434 1.0 

Ⅲ 利益剰余金   6,022 13.8  6,571 15.2 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７  712 1.6  554 1.3 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  645 1.5  696 1.6 

Ⅵ 自己株式 ※８  △0 △0.0  △0 △0.0 

資本合計   8,357 19.1  8,799 20.4 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  43,775 100.0  43,204 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   97,540 100.0  102,472 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  88,322 90.5  93,006 90.8 

売上総利益   9,217 9.5  9,465 9.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

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  3,076 7,880 8.1 3,260 8,157 7.9 

営業利益   1,337 1.4  1,307 1.3 

Ⅳ 営業外収益        

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 営業外費用        

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   1,426 1.5  1,496 1.5 

Ⅵ 特別利益        

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 

        
 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  －   817   

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 1,081 1.1 

税金等調整前当期純利
益 

  1,344 1.4  1,484 1.4 

法人税、住民税及び事
業税 

 334   879   

法人税等調整額  286 620 0.7 △216 662 0.6

少数株主損失    0 0.0   － － 

当期純利益   723 0.7  821 0.8 

        



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
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    5,796   6,022 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  723  821  

２．土地再評価差額金取崩
額 

 △360  △2  

３．連結子会社増加に伴う
利益剰余金の増加高 

 7 371 － 818 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  140   263   

２．役員賞与  5 145 5 268 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   6,022  6,571 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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  1,344 1,484 

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）  8 819 

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） 

 △1,463 △1,994 

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 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

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 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

株式会社ハットリビング 

 同社は当連結会計年度において重

要性が増したため、新たに連結の範

囲に含めております。 

(1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

株式会社ハットリビング 

  

 (2)非連結子会社名称等 

該当事項はありません。 

(2)非連結子会社名称等 

同 左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ)たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

(イ)たな卸資産 

商品 

同 左 

 (ロ)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） 

(ロ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同 左 

 (ハ)デリバティブ 

時価法 

(ハ)デリバティブ 

同 左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  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 

(イ)有形固定資産 

同 左 

 (ロ)無形固定資産 

 営業権については、取得後5年間の

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 

(ロ)無形固定資産 

同 左 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ハ)長期前払費用 

定額法 

(ハ)長期前払費用 

同 左 

(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基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(イ)貸倒引当金 

同 左 

 (ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

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。 

(ロ)賞与引当金 

同 左 

 (ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 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。 

 また、会計基準変更時差異（退職一

時金制度に係る差異245百万円、適格

退職年金制度に係る差異△245百万

円）については、5年による按分額を

費用処理しております。 

 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。  

(ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 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。 

 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 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同 左 

(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 

 



 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同 左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

・ヘッジ対象 

借入金 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同 左 

・ヘッジ対象 

同 左 

 (ハ)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同 左 

 (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。 

(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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同 左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却し

ております。 

同 左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同 左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同 左 



会計処理の変更 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（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 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純利益が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。 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保提供資産 ※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ており

ます。 

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（2,723百万円）を含

んでおります。 

(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

  なお、当該金額は、下記(2)の建物及び構築物

（213百万円）並びに土地（2,723百万円）を含

んでおります。 

   

 建物及び構築物 477百万円 

 土地 3,398百万円 

計 3,876百万円 

   

   

 建物及び構築物 476百万円 

 土地 3,398百万円 

計 3,875百万円 

   

上記に対する債務 上記に対する債務 

 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産を担

保に供しております。 

(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。 

 建物及び構築物 214百万円 

 土地 2,723百万円 

 投資有価証券 345百万円 

計 3,283百万円 

 建物及び構築物 213百万円 

 土地 2,723百万円 

 投資有価証券 624百万円 

計 3,560百万円 

※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貸株

に提供しております。 

※２．貸付投資有価証券 

 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。 

３．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金56百万円につ

き、㈱三井住友銀行に債務保証を行っておりま

す。 

３．保証債務 

 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 

 



前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※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による流動化

に伴う当該債権の支払留保未収額(1,950百万円)で

あります。 

※６．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手

形債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権

(346百万円)及びファクタリング方式による流動化

に伴う当該債権の支払留保未収額(199百万円)であ

ります。 

※７．土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に

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。 

※７．土地再評価 

同 左 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月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。 

再評価の方法 

同 左 

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 

△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 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

190

  

株 

当社の発行済株式総数 

普  通  株  式 

 

8,798,782

  

株 

当社の保有する自己株式数 

普  通  株  式 

 

240

  

株 

※９．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

※９．長期滞留債権 

同 左 



（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額4百万円を売上原価に

算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額12百万円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 0百万円 

 器具備品 0百万円 

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 6百万円 

 器具備品 0百万円 

   

※３．減損損失 

──────── 

※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。 

 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。 

用途 種類 場所 

大明工機㈱

日南営業所 
土地及び建物 宮城県日南市

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．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 

（単位：百万円） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：百万円） 

     

現金及び預金    1,954 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   1,954 

 

     

現金及び預金    1,426 

現金及び現金同等物

の期末残高 

   1,426 

 

    



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：百万円） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

（単位：百万円） 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 67  494  140  702 

減価償却

累計額相

当額 

 23  284  98  405 

期末残高

相当額 
 44  210  41  296 

  
建物及び

構築物 
 その他  

無形固定

資産 
 合計 

取得価額

相当額 
 67  493  114  675 

減価償却

累計額相

当額 

 32  255  65  353 

期末残高

相当額 
 35  237  48  322 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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年以内 105百万円 

１年超 191百万円 

合計 296百万円 

１年以内 113百万円 

１年超 208百万円 

合計 322百万円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

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

償却費及び減損損失 

支払リース料 123百万円 

減価償却費相当額 123百万円 

支払リース料 125百万円 

減価償却費相当額 125百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

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。 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 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） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 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） 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 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） 

  (1)株式 1,061 2,158 1,097 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
(2)その他 23 34 10 

  小計 1,084 2,192 1,107 

  (1)株式 20 18 △2 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
(2)その他 402 393 △9 

  小計 422 411 △11 

  合計 1,507 2,603 1,096 

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 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 81 

  種類 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） 

  (1)株式 744 1,941 1,196 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
(2)その他 489 523 33 

  小計 1,234 2,464 1,230 

  (1)株式 20 17 △2 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
(2)その他 800 757 △42 

  小計 820 775 △45 

  合計 2,054 3,240 1,185 

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） 

1,363 860 － 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 79 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） １．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1)取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであり、実質的なリスクはな

いと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行に伴う信用リスクについ

てもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち
１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
－ － － － 

合計 － － － － 



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・フローを固定する目的でヘッジ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ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。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社の金利スワップ取引は、市場連動型の金利変動リスクをヘッジするためのものであり、実質的なリスクはな

いと判断しております。又、契約先は信用度の高い金融機関であり、取引先の契約不履行に伴う信用リスクについ

てもないと判断しております。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引について、管理本部長の承認を得て経理部で執行・管理し、取引残高については、

定期的に管理本部長に報告しております。 

(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等は、あくまでもデリバティブ取引における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。 



（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 

 （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 

 （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。 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

  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 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 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 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （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。 

（税効果会計関係） 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

（１）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 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 11百万円

賞与引当金限度超過額 97百万円

貸倒引当金限度超過額 528百万円

退職給付引当金限度超過額 197百万円

役員退職慰労引当金限度超過額 293百万円

投資有価証券評価損 17百万円

その他 89百万円

繰延税金資産小計 1,234百万円

評価性引当額 △37百万円

 繰延税金資産合計 1,196百万円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △1,076百万円

土地再評価差額 △475百万円

その他有価証券評価差額金 △439百万円

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

繰延税金負債の純額 △813百万円

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 58百万円

賞与引当金限度超過額 76百万円

貸倒引当金限度超過額 655百万円

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 284百万円

投資有価証券評価損 26百万円

その他 166百万円

繰延税金資産小計 1,490百万円

評価性引当額 △85百万円

 繰延税金資産合計 1,405百万円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △1,066百万円

土地再評価差額 △638百万円

その他有価証券評価差額金 △474百万円

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 △2,198百万円

繰延税金負債の純額 △793百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.7％

住民税均等割等 0.6％

連結調整勘定償却額 △1.6％

その他 2.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.2％

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.5％

評価性引当額増加 3.1％

住民税均等割等 0.6％

連結調整勘定償却額 △1.5％

その他 △1.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
44.6％



（セグメント情報） 

【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） 

 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、住宅設備機

器類及び空調機器類の仕入、販売を行っております。 

 当該事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント

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。 

【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。 

【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。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 949円33銭

１株当たり当期純利益 81円65銭

１株当たり純資産額 999円33銭

１株当たり当期純利益 92円58銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益（百万円） 723 821 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 5 6 

（うち利益処分による役員賞与金） (5) (6) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 718 814 

期中平均株式数（株） 8,798,592 8,798,567 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注） １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

橋本総業株式会社 第１回無担保社債 
平成14年 

９月30日 
1,000 1,000 0.60 なし 

平成19年 

９月28日 

橋本総業株式会社 第２回無担保社債(注)１ 
平成15年 

２月19日 

800 

(100)

700 

(100)
0.61 なし 

平成20年 

１月31日 

橋本総業株式会社 第３回無担保社債(注)１ 
平成15年 

８月25日 

700 

(200)

500 

(200)
0.41 なし 

平成20年 

８月25日 

橋本総業株式会社 第４回無担保社債(注)１ 
平成15年 

12月10日 

800 

(200)

600 

(200)
1.06 なし 

平成20年 

12月30日 

橋本総業株式会社 第５回無担保社債(注)１ 
平成16年 

２月10日 

400 

(100)

300 

(100)
0.69 なし 

平成21年 

２月10日 

橋本総業株式会社 第６回無担保社債(注)１ 
平成16年 

９月10日 

500 

(200)

300 

(200)
0.83 なし 

平成19年 

９月10日 

橋本総業株式会社 第７回無担保社債(注)１ 
平成16年 

９月15日 

900 

(200)

700 

(200)
0.75 なし 

平成21年 

９月15日 

合計 － － 
5,100 

(1,000)

4,100 

(1,000)
－ － － 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

1,000 2,400 600 100 － 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 80 10 1.12 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,759 2,485 1.69 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,146 1,660 2.15 平成19年～26年

その他の有利子負債 

（預り保証金） 
386 395 0.05 － 

合計 6,371 4,551 － － 

 
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内 
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 624 4 1,004 5 



２【財務諸表等】 

(1)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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   1,796   1,273  

２．受取手形    4,396   4,704  

３．売掛金   14,489   15,824  

４．商品   4,539   4,647  

５．前渡金   28   2  

６．前払費用   148   136  

７．繰延税金資産   135   168  

８．短期貸付金   60   134  

９．未収入金   252   359  

10．債権売却未収入金等 ※11  2,590   545  

11．その他   14   11  

貸倒引当金   △118   △115  

流動資産合計   28,334 66.9  27,693 66.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 2,906   3,031   

減価償却累計額  1,185 1,720  1,258 1,772  

(2）構築物  170   175   

減価償却累計額  120 50  127 48  

(3）機械及び装置  105   117   

減価償却累計額  82 23  88 29  

(4）車両運搬具  9   9   

減価償却累計額  8 1  8 0  

(5）器具備品  147   185   

減価償却累計額  102 45  113 71  

(6）土地 
※１ 
※３ 

 5,205   5,631  

(7）建設仮勘定   230   －  

有形固定資産合計   7,276 17.2  7,554 18.1 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％） 

２．無形固定資産        

(1）営業権   3   2  

(2）借地権   4   1  

(3）ソフトウェア   8   4  

(4）電話加入権   16   16  

無形固定資産合計   33 0.1  25 0.1 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 
※１ 
※２ 

 2,623   3,284  

(2）関係会社株式   249   279  

(3）出資金   6   6  

(4）長期貸付金   2,202   1,762  

(5）従業員長期貸付金   8   5  

(6）長期滞留債権 ※７  1,422   1,420  

(7）長期前払費用   7   5  

(8）保険積立金   978   1,018  

(9）敷金及び保証金   477   493  

(10）会員権   163   153  

(11）その他   300   300  

貸倒引当金   △1,751   △2,366  

投資その他の資産合計   6,689 15.8  6,361 15.3 

固定資産合計   14,000 33.1  13,941 33.5 

資産合計   42,334 100.0  41,634 100.0 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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．支払手形    8,533   9,125  

２．買掛金   10,463   11,221  

３．一年内返済予定の長期
借入金 

※１  1,654   2,452  

４．一年内償還予定の社債   1,000   1,000  

５．未払金   243   479  

６．未払費用   66   58  

７．未払法人税等   82   724  

８．未払消費税等   39   68  

９．前受金   10   19  

10．預り金 ※２  762   141  

11．前受収益   2   2  

12．賞与引当金   230   163  

13．その他   62   55  

流動負債合計   23,152 54.7  25,514 61.3 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   4,100   3,100  

２．長期借入金 ※１  4,052   1,600  

３．繰延税金負債   479   332  

４．再評価に係る繰延税金
負債 

※３  475   638  

５．退職給付引当金   481   513  

６．役員退職慰労引当金   733   711  

７．預り保証金    541   552  

８．その他   －   0  

固定負債合計   10,863 25.7  7,448 17.9 

負債合計   34,016 80.4  32,962 79.2 

        

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  542 1.3  542 1.3 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  434   434   

資本剰余金合計   434 1.0  434 1.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  75   75   

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  1,629   1,614   

(2）別途積立金  3,620   3,860   

３．当期未処分利益  662   892   

利益剰余金合計   5,987 14.1  6,442 15.5 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３  712 1.7  554 1.3 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  640 1.5  697 1.7 

Ⅵ 自己株式 ※６  △0 △0.0  △0 △0.0 

資本合計   8,317 19.6  8,671 20.8 

負債資本合計   42,334 100.0  41,634 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   94,478 100.0  98,648 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  3,718   4,539   

２．当期商品仕入高  86,837   90,110   

合計  90,555   94,649   

３．商品期末たな卸高 ※１ 4,539 86,016 91.0 4,647 90,002 91.2 

売上総利益   8,462 9.0  8,646 8.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃及び荷造費  1,116   1,181   

２．支払手数料  307   364   

３．旅費交通費  215   216   

４．通信費  180   180   

５．交際費  84   95   

６．貸倒引当金繰入額  49   －   

７．役員報酬  140   142   

８．給料手当  2,793   2,933   

９．賞与引当金繰入額  230   163   

10．退職給付費用  143   140   

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 34   7   

12．法定福利費及び福利厚
生費 

 670   698   

13．賃借料  483   529   

14．事務用消耗品費  143   151   

15．減価償却費  74   83   

16．租税公課  78   73   

17．その他  347 7,093 7.5 411 7,376 7.5 

営業利益   1,369 1.5  1,269 1.3 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  86   138   

２．受取配当金  25   35   

３．仕入割引  435   437   

４．賃貸収入  207   174   

５．その他  107 863 0.9 46 832 0.8 

        
 



  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  258   187   

２．手形売却損  142   137   

３．売上割引  192   249   

４．賃貸費用  63   61   

５．その他  166 822 0.9 71 707 0.7 

経常利益   1,410 1.5  1,394 1.4 

Ⅵ 特別利益        

１．土地売却益   105   5   

２．投資有価証券売却益   －   841   

３．収用補償金  － 105 0.1 203 1,050 1.1 

Ⅶ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  －   797   

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   3   

７．投資有価証券売却損  9   －   

８．金利スワップ解約損  60   －   

９．その他  － 190 0.2 54 1,055 1.1 

税引前当期純利益   1,324 1.4  1,389 1.4 

法人税、住民税及び事
業税 

 337   878   

法人税等調整額  263 600 0.6 △215 662 0.7 

当期純利益   724 0.8  727 0.7 

前期繰越利益   298   256  

中間配当額   －   87  

土地再評価差額金取崩
額 

  △360   △2  

当期未処分利益   662   892  

        



③【利益処分計算書】 

 （注） （ ）内の日付は株主総会承認日であります。 

重要な会計方針 

  
前事業年度 

（平成17年６月29日） 
当事業年度 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   662  892 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取崩
額 

 14 14 14 14 

合計   677  907 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  175  109  

２．役員賞与金  5  6  

（うち監査役賞与金）  (1)  (1)  

３．別途積立金  240 420 560 676 

Ⅳ 次期繰越利益   256  230 

      

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

（1）子会社株式……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式 

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 

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法に基づく低価法 同 左 

 



 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………４～50年 

 建物附属設備……３～18年 

 構築物……………６～30年 

同 左 

 （2）無形固定資産……営業権について

は、取得後５年間の均等償却によっ

ております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

（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．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。 

──────── 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同 左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当期負担額を計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同 左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

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

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同 左 

 



会計処理の変更 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同 左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……金利スワップ取引 

・ヘッジ対象……借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……同 左 

・ヘッジ対象……同 左 

 (3)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(3)ヘッジ方針 

同 左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

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。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

９．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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

──────── 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当事業年度から「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 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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

なお、当該金額は、下記(2）の建物（214百万

円）並びに土地（2,723百万円）を含んでおりま

す。 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

なお、当該金額は、下記(2)の建物（213百万

円）並びに土地（2,723百万円）を含んでおりま

す。 

建物 304百万円 

土地 3,368百万円 

計 3,673百万円 

建物 299百万円 

土地 3,368百万円 

計 3,668百万円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 1,850百万円 長期借入金 1,850百万円 

(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。 

(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。 

建物 214百万円 

土地 2,723百万円 

投資有価証券 345百万円 

計 3,283百万円 

建物 213百万円 

土地 2,723百万円 

投資有価証券 624百万円 

計 3,560百万円 

※２．投資有価証券のうち、895百万円については貸株に

提供しております。 

※２．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。 

※３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月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、当該再評価差額に係る税

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 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第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 

※３．         同 左 

 

 

 

 

 

再評価の方法 

同 左 

 

 

 

 

 

 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 

      △338百万円 

※４．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

※４．授権株式数 普通株式 19,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 8,798,782株 

 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、640百万

円であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

 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、697百万

円であります。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法

律第７条の２第１項の規定により、配当に充当す

ることが制限されております。 

※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式190株

であります。 

※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式240株

であります。 

 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※７．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権であります。 

※７．         同 左 

８．保証債務 ８．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金56百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの㈱三井住

友銀行よりの借入金30百万円及び㈱みずほ銀行より

の借入金50百万円について債務保証を行っておりま

す。 

 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ります。 

 また、子会社である㈱ハットリビングの㈱みずほ

銀行よりの借入金10百万円について債務保証を行っ

ております。 

９．受取手形割引高 187百万円 ９．受取手形割引高 －百万円 

 10．手形債権流動化に伴う買戻義務額  10．手形債権流動化に伴う買戻義務額 

  －百万円   2,262百万円 

※11．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による流動化に伴う

当該債権の支払留保未収額（1,950百万円）でありま

す。 

※11．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、信託方式による受取手形

債権の流動化に伴い保有する劣後信託受益権（346百

万円）及びファクタリング方式による流動化に伴う

当該債権の支払留保未収額（199百万円）でありま

す。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．低価法による商品の評価減額4百万円を売上原価に

算入しております。 

※１．低価法による商品の評価減額12百万円を売上原価

に算入しております。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 0百万円 

 器具備品 0百万円 

   

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

     

 建物 3百万円 

 器具備品 0百万円 

   



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 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 

（借主側） 

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 

（単位：百万円） 

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 

（単位：百万円） 

  構築物  
器具備品

等 
 
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 67  472  97  637 

減価償却

累計額相

当額 

 23  262  56  341 

期末残高

相当額 
 44  210  40  295 

  構築物  
器具備品

等 
 
ソフト 

ウェア 
 合計 

取得価額

相当額 
 67  454  114  636 

減価償却

累計額相

当額 

 32  230  65  328 

期末残高

相当額 
 35  223  48  308 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ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年以内 104百万円 

１年超 191百万円 

合計 295百万円 

１年以内 109百万円 

１年超 199百万円 

合計 308百万円 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

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、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 111百万円 

減価償却費相当額 111百万円 

支払リース料 121百万円 

減価償却費相当額 121百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

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。 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 11百万円 

賞与引当金限度超過額 92百万円 

貸倒引当金限度超過額 518百万円 

退職給付引当金限度超過額 176百万円 

役員退職慰労引当金限度超過額 293百万円 

投資有価証券評価損 17百万円 

会員権評価損 26百万円 

その他 63百万円 

繰延税金資産小計 1,197百万円 

評価性引当額 △37百万円 

繰延税金資産合計 1,159百万円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △1,076百万円 

土地再評価差額 △475百万円 

その他有価証券評価差額金 △427百万円 

繰延税金負債合計 △1,978百万円 

繰延税金負債の純額 △819百万円 

（繰延税金資産）   

未払事業税否認 58百万円 

賞与引当金限度超過額 65百万円 

貸倒引当金限度超過額 645百万円 

退職給付引当金限度超過額 205百万円 

役員退職慰労引当金限度超過額 284百万円 

投資有価証券評価損 26百万円 

会員権評価損 37百万円 

その他 129百万円 

繰延税金資産小計 1,452百万円 

評価性引当額 △85百万円 

繰延税金資産合計 1,367百万円 

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △1,066百万円 

土地再評価差額 △638百万円 

その他有価証券評価差額金 △465百万円 

繰延税金負債合計 △2,170百万円 

繰延税金負債の純額 △802百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.3％ 

住民税均等割等 0.4％ 

その他 1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.3％ 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.5％ 

評価性引当額増加 3.3％ 

住民税均等割等 0.5％ 

その他 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
47.6％ 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 944円80銭

１株当たり当期純利益 81円77銭

１株当たり純資産額 984円83銭

１株当たり当期純利益 81円88銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益（百万円） 724 727 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 5 6 

（うち利益処分による役員賞与金） (5) (6) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 719 720 

期中平均株式数（株） 8,798,592 8,798,567 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

㈱キッツ 297,806 335 

住友商事㈱ 129,450 216 

ダイキン工業㈱ 45,312 186 

㈱荏原 196,326 145 

㈱アベルコ 96,000 122 

㈱みずほフィナンシャルグループ 110 109 

積水化学工業㈱ 104,560 104 

東陶機器㈱ 92,029 100 

ダイダン㈱ 79,198 68 

住友金属工業㈱ 135,000 68 

その他37銘柄 2,236,332 544 

計 3,412,123 2,003 

銘柄 券面総額（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

大和証券ＳＭＢＣ㈱＃2207 500 463 

大和証券ＳＭＢＣ㈱＃2897 300 294 

計 800 757 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

ワールド・ソブリン・インカム 330,000,000 355 

ワールド・リート・セレクション（米

国） 
50,000,000 54 

日本株スタイル 30,000,000 33 

住信ＳＲＩ・Ｊオープン 25,617,775 31 

ＪＦグローバル・ＣＢ・オープン’９５ 3,000 31 

スミセイ・スーパーアクティブ 12,650,000 9 

インカムストラテージー 7,700 6 

計 448,278,475 523 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。 

    ２．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産        

建物 2,906 131 7 3,031 1,258 76 1,772 

構築物 170 5 － 175 127 7 48 

機械及び装置 105 12 － 117 88 5 29 

車両運搬具 9 － － 9 8 0 0 

器具備品 147 39 1 185 113 12 71 

土地 5,205 454 29 5,631 － － 5,631 

建設仮勘定 230 － 230 － － － － 

有形固定資産計 8,775 643 267 9,150 1,596 102 7,554 

無形固定資産        

営業権 8 1 4 5 2 1 2 

借地権 4 － 3 1 － － 1 

ソフトウェア 25 0 0 25 21 5 4 

電話加入権 16 － － 16 － － 16 

無形固定資産計 55 2 7 49 24 7 25 

長期前払費用 9 1 3 7 2 0 5 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

 土地  九州支店  事業用土地 220百万円 

 土地  北海道支店  事業用土地 233百万円 

土地 静岡支店敷地の一部 売却 29百万円 



【資本金等明細表】 

 （注） １．当期末における自己株式数は、240株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。 

(2)【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 542 － － 542 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (8,798,782) (－)  (－)  (8,798,782) 

普通株式 （百万円） 542 － － 542 

計 （株） (8,798,782) (－)  (－)  (8,798,782) 

計 （百万円） 542 － － 542 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （百万円） 434 － － 434 

計 （百万円） 434 － － 434 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） 75 － － 75 

（任意積立金）      

固定資産圧縮積立金

（注）２ 
（百万円） 1,629 － 14 1,614 

別途積立金（注）２ （百万円） 3,620 240 － 3,860 

計 （百万円） 5,324 240 14 5,549 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金（注） 1,870 2,482 220 1,649 2,482 

賞与引当金 230 163 230 － 163 

役員退職慰労引当金 733 7 29 － 711 

区分 金額（百万円） 

現金 594 

預金の種類  

当座預金 491 

普通預金 187 

納税準備預金 0 

計 679 

合計 1,273 



ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（百万円） 

㈱フジ 228 

㈱福知商会 224 

サークル機材㈱ 128 

大江管材タイル㈱ 120 

大谷産業㈱ 116 

その他 3,884 

合計 4,704 

期日 金額（百万円） 

平成18年４月満期 49 

平成18年５月満期 86 

平成18年６月満期 614 

平成18年７月満期 2,529 

平成18年８月満期 1,352 

平成18年９月以降満期 71 

合計 4,704 

相手先 金額（百万円） 

東洋熱工業㈱ 358 

岩瀬産業㈱ 340 

栗田工業㈱ 330 

新菱冷熱工業㈱ 291 

㈱三晃空調 286 

その他 14,216 

合計 15,824 



(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。 

ニ 商品 

② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

14,489 103,969 102,634 15,824 86.6 53.2 

品目 金額（百万円） 

管材  

管類 454 

継手類 544 

バルブ類 664 

化成品類 1,118 

工具関連機材 240 

小計 3,023 

衛生陶器・金具類 1,303 

住宅設備機器類  

（給湯、厨房関連等） 146 

空調、ポンプ、その他  

（空調関連、ポンプ類、その他） 174 

合計 4,647 

相手先 金額（百万円） 

㈱キッツ 1,257 

㈱ノーリツ 1,241 

住友商事㈱ 1,051 

三菱電機住環境システムズ㈱ 594 

荏原テクノサーブ㈱ 529 

その他 4,452 

合計 9,125 



(ロ)期日別内訳 

ロ 買掛金 

ハ 社債      

  内訳は１．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

ニ 長期借入金 

(3)【その他】 

 該当事項はありません。 

期日 金額（百万円） 

平成18年４月満期 2,037 

平成18年５月満期 2,208 

平成18年６月満期 2,163 

平成18年７月満期 1,932 

平成18年８月満期 783 

合計 9,125 

相手先 金額（百万円） 

東陶機器㈱ 2,676 

積水化学工業㈱ 700 

住友商事㈱ 285 

㈱キッツ 257 

㈱ノーリツ 252 

その他 7,048 

合計 11,221 

相手先 金額（百万円） 

㈱三井住友銀行 1,000 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 400 

住友信託銀行㈱ 200 

合計 1,600 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成18年６月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次の通りとなりました。

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができ

ない場合は、日本経済新聞に記載して行う。 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号 

 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号 

 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞（注） 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式記載上の注意（49）eに規定す

る親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第68期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出 

（2）半期報告書の訂正報告書 

 （第68期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）平成17年12月15日関東財務局長に提出 

（3）有価証券報告書の訂正報告書 

 （第68期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年12月15日関東財務局長に提出 

（4）半期報告書 

 （第69期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻  裕   印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋

本総業株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法

人は訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手

形及び売掛金が94,695千円減少し、利益剰余金が同額減少している。また、連結損益計算書については売上高が45,713

千円減少したこと等により、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ47,999千円減少している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 三浦 孝昭  印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋

本総業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法

人は訂正後の連結財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結貸借対照表に与える影響としては受取手

形及び売掛金が93百万円減少、長期滞留債権及び貸倒引当金（固定資産）がそれぞれ120百万円減少し、繰延税金負債

（固定負債）が48百万円増加したことにより、利益剰余金が141百万円減少している。また、連結損益計算書について

は売上高が112百万円減少、特別損失が120百万円減少、法人税等調整額が48百万円増加したこと等により、営業利益及

び経常利益がそれぞれ118百万円減少し、税金等調整前当期純利益が１百万円増加し、当期純利益が46百万円減少して

いる。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 吾妻  裕   印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本総

業株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第68期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総

業株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金及び当期未処

分利益がそれぞれ94,695千円減少している。また、損益計算書については売上高が45,713千円減少したこと等により、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ47,999千円減少している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年１２月２６日

橋本総業株式会社    

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 三浦 孝昭  印 

 
指 定  社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 内田 正美  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている橋本

総業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第69期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、橋本総

業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める 

  

追記情報 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、平成13年３月期から平成18年３月期まで売上高の

過大計上による不適切な会計処理が為されていたことが判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は

訂正後の財務諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、貸借対照表に与える影響としては売掛金が93百万円減

少、長期滞留債権及び貸倒引当金（固定資産）がそれぞれ120百万円減少し、繰延税金負債（固定負債）が48百万円増

加したことにより、当期未処分利益が141百万円減少している。また、損益計算書については売上高が112百万円減少、

特別損失が120百万円減少、法人税等調整額が48百万円増加したこと等により、営業利益及び経常利益がそれぞれ118百

万円減少し、税引前当期純利益が１百万円増加し、当期純利益が46百万円減少している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 


