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（百万円未満切捨て） 
１．19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 
(1)経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19年３月期 36,700 △1.0 927  7.7 1,624  4.0 911   1.7 

18年３月期 37,077 0.8 861  55.5 1,562  25.6 896  25.3 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 45 16 ─ 7.2 8.1 2.5 

18年３月期 44 39 ─ 7.5 8.1 2.3 

(参考) 持分法投資損益 19年３月期   －百万円    18年３月期   －百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19年３月期 20,206 12,842 63.6 636 32 

18年３月期 19,876 12,355 62.2 612 17 

(参考) 自己資本       19年３月期 12,842百万円    18年３月期 12,355百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 786 △122 △623 1,479 

18年３月期 1,348 △410 △704 1,438 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － 16  00 16  00 322 36.0 2.7 

19年３月期 － － － 18 00 18 00 363 39.9 2.9 

20年３月期 
（予想） 

－ － － 16 00 16 00  35.0  

(注）平成19年３月期期末配当金の内訳 普通配当 16円00銭  記念配当 ２円00銭 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

中 間 期 18,140 1.4 360 △4.3 677 △5.8 379 △6.9 18 78 

通    期 37,250 1.5 998 7.6 1,650 1.5 922 1.1 45 68 
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

  (注）詳細は、17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期20,214,480株 18年３月期20,214,480株 
② 期末自己株式数  19年３月期    31,324株 18年３月期    30,639株 
  (注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成し
たものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記予想に関する注意事項等については３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」等
をご参照ください。 
 

 
 
 

－  － 2



中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

－  － 3

1．経営成績

 (1）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

 当期におけるわが国経済は、企業業績の改善や民間設備投資の増加とともに、雇用環境にも着実な改善がみら

れるなど、景気は底堅い回復基調を維持し、個人消費にも少しずつ明るさが伺える状況になってまいりました。 

 当家庭金物用品業界におきましては、原材料価格の高止まり状況が続くなかでメーカーからの商品の値上げ要

請が一段と強まる一方、販売面では業態を超えた競争が一段と熾烈化するなど、業界を取り巻く経営環境は引続

き厳しい状況が続いてまいりました。 

 このような状況のもと、当社といたしましては新製品の開発とともに売れ筋商品の品揃えに注力し、販売の増

強に努めてまいりました。当期は大手メーカーの廃業などもあり上期の売上高は対前期比97.3％で推移いたしま

したが、下期に入り売上高は対前期比100.6％と回復の兆しが見えてまいりました。 

 その結果、当期の売上高は367億円（対前期比99.0％）となりました。 

 品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、卓上保温用ジャー・ポット、耐熱食器などの売上高増加により87

億44百万円（対前期比101.1％）となりました。 

「キッチン用品」は、フッ素樹脂加工のフライパン、玉子焼き、中華炒めなどの売上高増加により146億38百万

円（対前期比100.2％）となりました。 

「サニタリー用品」は、ヘルスメーター、ペール、マッサージ器などの売上高の減少により59億84百万円（対

前期比92.7％）となりました。 

「収納用品」は、プラスチック製収納ケース類、スチール製レンジ台・ワゴン、ハンガーラックなどの売上高

の減少により46億68百万円（対前期比95.7％）となりました。 

「シーズン用品他」は、ウオータージャグ、レジャーチェアー、冷蔵庫、クーラーボックスなどの売上高増加

により26億65百万円（対前期比107.2％）となりました。 

 損益面では、物流関連経費をはじめとした経費削減効果もあり、営業利益は９億27百万円（対前期比107.7％）、

経常利益は16億24百万円（対前期比104.0％）、当期純利益は９億11百万円（対前期比101.7％）となりました。 

 

  ②次期の見通し 

 今後の景気見通しにつきましては、引続き順調な景気拡大が続くとともに、個人消費も堅調に推移するものと

予想されます。 

 こうした状況のもと、当社はメーカー各社と協同して国内外での新製品の開発に注力し、売れ筋商品の品揃え

に努め、販売の増強に取り組んでまいります。 

 品目別売上高につきましては、「ダイニング用品」が耐熱食器やジャー等の売上高減少により前期比微減とな

ると見込んでいるほかは、「キッチン用品」、「サニタリー用品」、「収納用品」および「シーズン用品他」の

売上高は各々前期比増加すると見込んでおります。 

 また、前期に引続き物流の合理化、効率化を推進し、物流経費の削減に取り組んでまいります。 

 平成20年３月期通期の業績は、 

売 上 高 372億50百万円 (対前期比101.5％) 

営 業 利 益 ９億98百万円 (対前期比107.6％) 

経 常 利 益 16億50百万円 (対前期比101.5％) 

当 期 純 利 益 ９億22百万円 (対前期比101.1％) 

                                                  と予想いたしております。 

 

  ③中期経営計画等の進捗状況 

 当期の売上高は前期比では減少となりましたが、当初計画比では100.6％とほぼ計画通りに推移いたしました。

輸入品の売上高は、原材料高騰に伴う製品値上げの要請が強いなか、41億11百万円（対前期比95.8％）に止まり

ました。収益面では売上総利益率は対前期比0.1ポイントの低下となりましたが、販管費率が対前期比0.3ポイン

ト低下したため、経常利益は16億24百万円（中期経営計画目標16億30百万円 対目標比99.7％）となり、平成20

年３月期には達成出来るものと予想いたしております。 
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  ④目標とする経営指標の達成状況 

 当社は経営効率を明確に表す売上高経常利益率を重視しております。中期経営計画目標として4.3％を掲げまし

たが、平成19年３月期の実績は4.4％と目標を達成しております。 

 

 (2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況 

 当期において、流動資産が売掛金の増加等により５億70百万円増加の132億66百万円、固定資産が減価償却等に

よる有形固定資産、株価下落等による投資有価証券の減少等により２億40百万円減少の69億39百万円となり、資

産は３億29百万円増加の202億06百万円となりました。 

 また、支払手形、買掛金の増加等により流動負債が増加いたしましたが、長期借入金の減少等により固定負債

が減少したため、負債は１億57百万円減少の73億63百万円、純資産は当期純利益の計上による利益剰余金の増加

により４億87百万円増加の128億42百万円となりました。 

 なお、次期の見通しにつきましては、多額の設備投資等を見込んでいないため、当期と大きく変わらないもの

と見込んでおります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加８億02百万円、法人税等の支払

いによる７億06百万円の支出、長期借入金の返済による２億99百万円の支出、配当金の支払いによる３億22百万

円の支出等がありましたが、税引前当期純利益を16億22百万円計上したことに加え、仕入債務の増加３億65百万

円、棚卸資産の減少３億08百万円等があったことにより、前事業年度に比べ40百万円増加し、当事業年度末には

14億79百万円（対前期比2.8％増）となりました。 

 ③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 財務指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成15年 

３月期 

平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

自己資本比率 63.1％ 62.3％ 61.9％ 62.2％ 63.6％ 

時価ベースの自己資本比率 42.6％ 53.2％ 49.9％ 65.3％ 57.2％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － 3.2年 0.7年 0.8年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 49.1 16.0 67.7 46.8 

（注）各指標の算出にあたっては以下の算式を使用しております。 

    自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    有利子負債：利子を支払っている負債 

    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 

 

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、収益の向上を図り、配当性向35％以上を目途と

し、安定した配当の継続に努めるとともに、経営基盤の強化のため内部留保の充実を図って行く方針であります。 

 当期の利益配当につきましては、前記の基本方針に基づいて普通配当を１株につき16円（配当性向35.4％）とし、

東京証券取引所市場第二部上場記念配当１株につき２円を加えて、１株につき18円を実施いたします。 

 なお、自己株式の取得につきましては、現時点では予定しておりませんが、当社の財務状況や株価の推移等も勘

案しつつ、利益還元策の一つとして、実施時期及び実施規模を含め、適切に対応してまいります。 

 また、次期の配当につきましては、前記の基本方針に基づき普通配当１株につき16円（配当性向35.0％）を予定

しております。 
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 (4）事業等のリスク 

 経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 ①販売先の信用リスク 

 当社には、販売先から当社に支払われるべき金銭の不払いに係るリスクが存在します。1990年代前半のわが国

のバブル経済の崩壊以降、流通業界におきましても、財務的に危機に瀕したり、倒産に至った企業の数は増加し

ており、今後の経済状況いかんによりましてはこのような企業がさらに増加する可能性があります。当社の販売

先が当社に対する債務を履行する時まで健全な財務状況にあるという保証はありません。 

 当社はリスクマネージメントにより、一部の販売先への取引集中を極力是正し、また、不良債権等の発生に備

え、一定の基準に基づき貸倒引当金を計上しているものの、特定の販売先の信用状況が悪化した場合や、倒産と

いう事態が発生した場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ②仕入先の信用リスク 

 当社には、仕入先から納品されるべき商品が仕入先の一方的な事情により納入不能となるリスクが存在しま

す。仕入先は国内外に及び、販売先同様リスクマネージメントにより一部の仕入先への取引集中を是正してまい

りましたが、特定の仕入先の信用状況の悪化や倒産という事態が発生した場合には、販売活動に大きな支障が生

じたり、また、通信販売業者等の一部事業者に対して同等商品の供給責任を負っているため、その代替品の供給

により損失を被ったりして、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ③主要仕入先の廃業等によるリスク 
 当社の取扱商品の主な仕入先上位10社の合計仕入金額は、当社全仕入金額の約45％に達しております。こうし

た各仕入先は、商品開発力に優れる等商品のデザイン、品質、価格面等、市場での優位性に基づいた結果であり

ますが、反面、主要な仕入先の廃業または生産中止などの不測の事態発生に伴い、商品供給が停止される事態が

発生した場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ④外国為替リスク 

 当社の販売商品の内、約10％強の商品はアジア、ＥＵ加盟各国等から輸入の上販売しております。輸入商品代

金の決済につきましては、その約50％を米ドルその他の外国通貨建てで行っております。ヘッジ取引により外国

為替リスクを一定程度まで低減する方針で対処しておりますが、外国為替市場の急激な変動など、当社の予測と

異なった場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑤資金調達力及び調達コストに伴うリスク 

 当社は国内の金融機関より運転資金、並びに設備資金を調達の上営業活動を行っております。今後の金融情勢

によりましては、金利上昇により資金調達コストが増加し、または調達額や調達時期が制約され、当社の業績と

財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑥経済状況によるリスク 

 当社が販売している商品は、生活必需品として比較的安定した需要に支えられておりますが、競合他社との販

売競争や価格競争の熾烈化、わが国の景気後退及びそれに伴う個人消費の減退などにより、当社の業績と財務状

況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑦災害や停電等によるリスク 

 当社は卸売業として全国９ヵ所に物流拠点を分散し営業しておりますが、各物流拠点で将来発生する可能性の

ある災害、停電等による影響を完全に防止し、または軽減できる保証はありません。 

 例えば、人口の集中する首都圏、または京阪神地域で大規模な地震やその他の災害の発生により物流業務を中

止せざるを得ない事象が発生した場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑧退職給付債務によるリスク 

 当社の従業員の退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や、年金資産の期待運用

収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、また前提条件が変更された場合に

は、その影響は将来にわたって規則的かつ累積的に認識されるため、将来期間において認識される費用、及び計

上される債務に影響を及ぼします。 

 近年の割引率は上昇傾向にありますが、今後、割引率の低下や運用利回りの悪化が発生した場合には、当社の

業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑨保有株式に関するリスク 

 当社は、従来より、原則として取引関係のある取引先の要請により、市場性のある株式を保有してまいりまし

たが、今後、大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損、または評価損が発生し、当社の業績と

財務状況に悪影響が及ぶとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。 

 ⑩個人情報の取扱いによるリスク 

 当社は卸売業として、通信販売・テレビ販売などの販売業者と取引を行っており、各取引の過程においてそれ

ぞれの販売業者が保有する個人情報を各販売業者より提供されて大量に取扱っております。当社では「個人情報
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取扱規程」を定め、会社が業務を通じて取得し、もしくは提供された個人に関する情報を適切に管理・保護し、

またその情報を利用する場合のルールを定め、個人のプライバシーの保全に万全を期しておりますが、個人情報

の社外漏洩などが発生した場合には、取引先との取引状況への悪影響、または取引先とのトラブル発生などによ

り、当社の業務と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑪法的規制等によるリスク 
 当社が取り扱う商品等に関しては、品質・有効性及び安全性の確保等のため、必要な法的規制が行われており

ます。 

 法的規制には、器物の材質等を定めた「食品衛生法」、商品の板厚、容量、材質、表面加工法、並びに基本的

な取扱注意事項等の表示方法を定めた「家庭用品品質表示法」、欠陥製造物からの消費者保護を目的とした「製

造物責任法（ＰＬ法）」、容器包装を利用して商品を販売する事業者に再商品化義務を課した「容器包装リサイ

クル法」等があります。 

 当社では「財団法人日用金属製品検査センター」、「財団法人新日本検定協会」等の検査機関による材質、品

質、表示方法等の検査を受け、適法な商品の取り扱いに努めるとともに、製造物責任保険（ＰＬ保険）、並びに

リコール保険等に加入し、不測の事態の発生に備えておりますが、これらの法的規制上の問題が発生した場合、

または法規制が強化された場合には、新たな費用が発生・増加すること等により、当社の業績と財務状況に悪影

響が及ぶ可能性があります。 

 ⑫海外商品の流入増加によるリスク 
 当社が取り扱う商品と同種の製品を供給することの出来る競合会社は、東南アジアをはじめ、ヨーロッパなど

海外に多数存在しております。国内の卸売業者・小売業者は厳しい経営環境の中、製品コスト削減のため、品質

が良く低価格の海外商品を積極的に直接仕入を行っており、今後一層の流入増加も予想されます。 

 当社の取扱商品と競合する海外商品の流入が増加した場合には、価格競争が激化し、当社の業績と財務状況に

悪影響が及ぶ可能性があります。 
 ⑬原材料価格の上昇によるリスク 

 当社の主要取扱商品の主な原材料は、アルミ、ステンレス、鉄、並びにナフサ等であり、原油価格変動も含め

原材料価格の高騰に伴うリスク要因が発生する可能性があります。原材料価格の高騰が予想を上回る状況で進行

し仕入価格に予想を超える大幅な値上げが生じた場合には、または販売価格への転嫁が容易でない場合などには、

当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

 当企業グループは、中山福株式会社（当社）及び子会社２社（中山福サービス株式会社、株式会社ベストコ）で構

成されており、当社は主に台所用品をはじめ家庭用雑貨、日用品等の卸販売を営んでおります。中山福サービス株式

会社は当社が取扱う商品を得意先に配送する事業を行っており、株式会社ベストコは当社が販売する輸入商材の企

画・開発及びブランド管理・運営の事業を行っております。 

 

 以上の当企業グループの事業系統図は次のとおりであります。 

 

  

得  意  先 

（当   社） 

中 山 福 ㈱ 

（子 会 社） 

中山福サービス㈱ 

（子 会 社） 

㈱ベストコ 

 

仕  入  先 

商品 

商品 

商 品 の

配送委託

輸入商材の

企 画 開 発
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３．経営方針 

 (1）会社の経営の基本方針 

 当社は、社会と共存し、社業を通じて、株主の皆様、仕入先、得意先、社員、その他関係者の方々の「幸」の実

現と、社会の発展に貢献することを経営理念としております。 

 当社は、「より良い商品をより安く」をモットーとして、グローバルな視野で消費者のニーズに合った商品の開

発に取り組むとともに、販売の増強に努めてまいります。 

 また、物流面におきましては、一層の効率化・合理化を推進し、ローコスト化と「納品率」の向上に取り組んで

まいります。 

 財務面におきましては、引続き株主資本の充実に努め企業体力を強化し、内部留保金は今後の物流システムの再

構築、ならびに経営体制の効率化・省力化などの投資等に活用し、企業競争力の強化を図ってまいります。 

 

 (2）目標とする経営指標 

・売上高経常利益率 

 当社は、家庭金物用品等の卸売を単一事業部門で営んでおり、経営効率を明確に表す売上高経常利益率を重視

しております。中期経営計画目標値としては4.5％を掲げております。 

 

 (3）中長期的な当社の経営戦略 

 当社は、売上高の増強を図るとともに、売上総利益率の改善、物流業務を中心とした経費の削減により収益構造

を改善し、平成22年３月期に経常利益17億45百万円達成を中期経営計画の目標として下記の重点課題に取り組んで

まいります。 

 ① 新規得意先・新部門得意先への売上高増強 

 ② 輸入品（オリジナル開発商品）の売上高増強 

 ③ 売上総利益率の改善 

 ④ ローコスト物流体制の構築 

 ⑤ 成果を重視した人事制度の促進 

 

 (4）会社の対処すべき課題 

 当社の対処すべき課題は以下の通りであります。 

 ① 輸入商品を含めた売れ筋商品の品揃えと売上高の増強 

 ② 物流業務の省力化・効率化を促進しローコスト物流体制の構築 
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４．財務諸表 

(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,438 1,479  

２．受取手形 ※６ 2,001 1,620  

３．売掛金  6,705 7,889  

４．商品  2,259 1,950  

５．前渡金  0 1  

６．前払費用  77 138  

７．繰延税金資産  183 141  

８．未収入金  36 39  

９．その他  6 7  

10．貸倒引当金  △11 △1  

流動資産合計  12,696 63.9 13,266 65.7 570

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※1,4 3,674 3,779   

減価償却累計額  1,237 2,437 1,346 2,433  

(2）構築物  169 169   

減価償却累計額  88 80 97 72  

(3）車両運搬具  279 274   

減価償却累計額  209 70 209 65  

(4）器具及び備品  234 246   

減価償却累計額  146 88 159 86  

(5）土地 ※１ 2,248 2,248  

(6）建設仮勘定  65 －  

有形固定資産合計  4,988 25.1 4,905 24.3 △82

２．無形固定資産    

(1）電話加入権  11 11  

(2）ソフトウエア  2 2  

無形固定資産合計  13 0.1 13 0.0 △0

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 1,881 1,733  

(2）関係会社株式  53 53  

(3）出資金  0 0  

(4）長期貸付金  10 5  

(5）従業員長期貸付金  15 18  

(6）破産債権・更生債権等  4 9  

(7）長期前払費用  1 1  

(8）保証金  71 68  

(9）会員権  105 105  

(10）その他  69 71  

(11）貸倒引当金  △35 △46  

投資その他の資産合計  2,177 10.9 2,020 10.0 △156

固定資産合計  7,180 36.1 6,939 34.3 △240

資産合計  19,876 100.0 20,206 100.0 329
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※６ 1,067 1,274  

２．買掛金  3,609 3,769  

３．１年内返済予定長期借入金 ※１ 299 299  

４．未払金  437 372  

５．未払費用  95 98  

６．未払法人税等  432 376  

７．未払消費税等  115 57  

８．前受金  1 0  

９．預り金  20 26  

10．賞与引当金  206 177  

11．役員賞与引当金  31 37  

12．その他  0 －  

流動負債合計  6,318 31.8 6,490 32.1 172

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 600 300  

２．退職給付引当金  202 190  

３．役員退職慰労引当金  264 298  

４．繰延税金負債  133 81  

５．その他  1 1  

固定負債合計  1,202 6.0 872 4.3 △329

負債合計  7,520 37.8 7,363 36.4 △157

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,706 8.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,269 －   

資本剰余金合計  1,269 6.4 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  302 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  6,300 －   

３．当期未処分利益  2,065 －   

利益剰余金合計  8,668 43.6 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  724 3.7 － － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △12 △0.1 － － －

資本合計  12,355 62.2 － － －

負債・資本合計  19,876 100.0 － － －
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金 ※２ － － 1,706 8.5 －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,269   

(2）その他資本剰余金  － 0   

資本剰余金合計  － － 1,269 6.3 －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 302   

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  － 6,300   

繰越利益剰余金  － 2,654   

利益剰余金合計  － － 9,257 45.8 －

４．自己株式 ※３ － － △12 △0.1 －

株主資本合計  － － 12,219 60.5 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － － 622 3.1 

２．繰延ヘッジ損益  － － 0 0.0 

評価・換算差額等合計  － － 623 3.1 －

純資産合計  － － 12,842 63.6 －

負債純資産合計  － － 20,206 100.0 －
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高  37,077 100.0 36,700 100.0 △377

Ⅱ 売上原価    

１．期首商品たな卸高  2,119 2,259   

２．当期商品仕入高  30,131 29,421   

合計  32,250 31,680   

３．期末商品たな卸高  2,259 29,991 80.9 1,950 29,730 81.0 

売上総利益  7,086 19.1 6,970 19.0 △116

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 6,224 16.8 6,042 16.5 △182

営業利益  861 2.3 927 2.5 65

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1 0   

２．受取配当金  16 19   

３．仕入割引  614 602   

４．為替差益  22 14   

５．雑収入  72 727 2.0 79 716 2.0 △10

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  20 17   

２．雑損失  5 26 0.1 2 19 0.1 △6

経常利益  1,562 4.2 1,624 4.4 62

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  0 0   

２．貸倒引当金戻入益  16 －   

３．固定資産売却益  0 －   

４．産業立地促進補助金  28 45 0.1 － 0 0.0 △45

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 11 2   

２．投資有価証券評価損  27 38 0.1 0 2 0.0 △35

税引前当期純利益  1,569 4.2 1,622 4.4 52

法人税、住民税及び事業税  706 651   

法人税等調整額  △32 673 1.8 59 710 1.9 37

当期純利益  896 2.4 911 2.5 15

前期繰越利益  1,169 －  

当期未処分利益  2,065 －  
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

 ① 利益処分計算書 

  
前事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   2,065 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  322  

２．役員賞与金  －  

（うち監査役賞与金）  （－） 322 

Ⅲ 次期繰越利益   1,742 

    

 

－  － 
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 ② 株主資本等変動計算書 

 当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
資本金 

資 本 

準備金 

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金 別 途

積立金

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益 

剰余金 

合 計 

自 己

株 式

株 主 

資 本

合 計

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,065 8,668 △12 11,631

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △322 △322 △322

当期純利益   911 911 911

自己株式の取得     △0 △0

自己株式の処分   0 0   0 0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
    

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 0 0 － － 588 588 △0 588

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,654 9,257 △12 12,219

 

 

評価・換算差額等 

 そ の 他 

有 価 証 券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算

差額等合計 

純 資 産 合 計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
724 － 724 12,355 

事業年度中の変動額  － 

剰余金の配当（注）  △322 

当期純利益  911 

自己株式の取得  △0 

自己株式の処分  0 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△101 0 △101 △101 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△101 0 △101 487 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
622 0 623 12,842 

(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

(4）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  1,569 1,622  

減価償却費  146 157  

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △68 0  

賞与引当金の増加額（△減少額）  26 △28  

役員賞与引当金の増加額  31 5  

退職給付引当金の増加額（△減少額）  4 △12  

役員退職慰労引当金の増加額  36 34  

受取利息及び受取配当金  △17 △20  

支払利息  20 17  

有形固定資産除却損  11 2  

投資有価証券売却益  △0 △0  

投資有価証券評価損  27 0  

売上債権の増加額  △85 △802  

たな卸資産の減少額（△増加額）  △139 308  

仕入債務の増加額  275 365  

未払消費税等の増加額（△減少額）  143 △57  

役員賞与の支払額  △27 －  

その他の資産の減少額（△増加額）  40 △73  

その他の負債の増加額（△減少額）  72 △27  

その他の増減額  0 △0  

小計  2,065 1,489 △575 

利息及び配当金の受取額  17 20  

利息の支払額  △19 △16  

法人税等の支払額  △714 △706  

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,348 786 △561 

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  △381 △104  

投資有価証券の取得による支出  △60 △23  

投資有価証券の売却による収入  1 0  

長期貸付金の実行による支出  － △8  

長期貸付金の回収による収入  11 10  

保証金の支払による支出  △32 △12  

保証金の解約による収入  55 16  

その他の増減額  △2 0  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △410 △122 287 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △299 △299  

自己株式の取得による支出  △1 △0  

自己株式の売却による収入  － 0  

配当金の支払額  △403 △322  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △704 △623 81 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  233 40 △192 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,204 1,438 233 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,438 1,479 40 

     

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

(5）重要な会計方針の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

・子会社株式 ・子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法   移動平均法による原価法 同左 

 ・その他有価証券 ・その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

・デリバティブ ・デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法   時価法 同左 

・商品 ・商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法   月次移動平均法による原価法 同左 

・有形固定資産 ・有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

同左 

 建物    ３～65年  

 車両運搬具 ２～６年  

 ・無形固定資産 ・無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）による定額法を採用しておりま

す。 

同左 

 ・長期前払費用 ・長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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

きましては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

同左 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。 

同左 

 （追加情報）  

   役員賞与は「役員賞与の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会実務対応報告第13号 平成16年

３月９日）に基づき、当事業年度から

発生時に費用処理することとしており

ます。この結果、従来の方法と比較し

て、「営業利益」、「経常利益」およ

び「税引前当期純利益」はそれぞれ31

百万円減少しております。 

 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (4）退職給付引当金 (4）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。 

同左 

 （会計方針の変更）  

 当事業年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号 平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。これによる

影響は軽微であります。 

  

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左  

 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．リース取引の処理方法 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当ての要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。 

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 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  為替予約取引 同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  輸出入にかかわる外貨建債権債務

及び外貨建予定取引 

同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 外貨建輸出入取引に関わる将来の外

国為替相場変動リスクを回避して、外

貨建債権債務の円貨によるキャッ

シュ・フローを固定化することを目的

として、原則実需の範囲内で為替予約

を行っております。 

同左  

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左   ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動

割合の相関関係を求めることにより、

その有効性を判定しております。 

 

 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

 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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

同左 

 

(6）重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は12,842百

万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

(7）財務諸表に関する注記事項 

ａ．貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

(1）借入金等に対する担保提供資産 (1）借入金等に対する担保提供資産 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 
  

建物 661百万円

土地 594 

計 1,256 
  

  
建物 636百万円

土地 594 

計 1,230 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

 １年内返済予定の長期借入金 199百万円

長期借入金 400 

計 600 
 

 １年内返済予定の長期借入金 199百万円

長期借入金 200 

計 400 
 

(2）営業保証金として担保に供されている資産 (2）営業保証金として担保に供されている資産 
  

投資有価証券 127百万円
  

  
投資有価証券 127百万円

    
※２．授権株式数   普通株式 80,000,000株

発行済株式総数 普通株式 20,214,480株
  

※２．       ───── 

 ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっております。 

 

※３．自己株式 ※３．       ───── 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式30,639

株であります。 

 

※４．第45期に取得した有形固定資産について、保険差

益による圧縮記帳額は、建物５百万円であり、貸借

対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しておりま

す。 

※４．         同左 

 ５．配当制限  ５．       ───── 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は724百万円で

あります。 

 

※６．        ───── ※６．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 119百万円

支払手形 92 
  

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

 （損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費 ※１．販売費及び一般管理費 

 販売費に属する費用のおおよその割合は30％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

70％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は31％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

69％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

運賃荷造費 1,846百万円

従業員給与手当 1,787 

賞与 269 

賞与引当金繰入額 206 

役員賞与引当金繰入額 31 

退職給付費用 174 

役員退職慰労引当金繰入額 36 

支払手数料 417 

減価償却費 146 

租税公課 127 

賃借料 123 
  

  
運賃荷造費 1,866百万円

従業員給与手当 1,825 

賞与 232 

賞与引当金繰入額 177 

役員賞与引当金繰入額 37 

退職給付費用 122 

役員退職慰労引当金繰入額 34 

支払手数料 323 

減価償却費 157 

租税公課 98 

賃借料 116 
  

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

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 8百万円

構築物 0 

車両運搬具 2 

器具及び備品 0 

計 11 
  

  
建物 1百万円

車両運搬具 1 

器具及び備品 0 

計 2 
  

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当事業年度 

増加株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 20,214 － － 20,214 

合計 20,214 － － 20,214 

自己株式     

  普通株式（注）１、２ 30 0 0 31 

合計 30 0 0 31 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 普通株式 322 16.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月９日 

取締役会 普通株式 363 利益剰余金 平成19年３月31日 平成19年６月29日18.0 

 

 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）
  

 （百万円）

現金及び預金勘定 1,438

現金及び現金同等物 1,438
  

  
 （百万円）

現金及び預金勘定 1,479

現金及び現金同等物 1,479
  

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

ｂ．リース取引 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 121 46 75

車両運搬具 3 2 0

ソフトウエア 24 7 17

合計 149 55 93

  

  

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 115 62 52

車両運搬具 3 3 －

ソフトウエア 22 10 12

合計 141 75 65

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 28百万円

１年超 65 

合計 93 
  

  
１年内 27百万円

１年超 38 

合計 65 
  

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28 
  

  
支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

（減損損失について） （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。 同左 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

ｃ．有価証券 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 614 1,836 1,221 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 小計 614 1,836 1,221 

株式 41 40 △1 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 小計 41 40 △1 

合計 656 1,877 1,220 

（注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて27百万円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

1 0 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 634 1,688 1,054 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 小計 634 1,688 1,054 

株式 45 40 △4 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 小計 45 40 △4 

合計 680 1,729 1,049 

（注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて0百万円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

0 0 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

ｄ．デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社は、為替予約取引を利用しております。 同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社は、通常の外貨建営業取引に係る輸出入実績等

を踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を利用し

ております。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 当社は通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務

に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的

で、為替予約取引を行っております。なお、当社が利

用しているデリバティブ取引には、投機目的のものは

ありません。 

 また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変

動リスクのヘッジについて振当ての要件を充たして

いる場合には振当処理を採用しております。 

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 

ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 為替予約取引 同左 

ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 輸出入にかかわる外貨建債権、債務及び外貨建

予定取引 

同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変

動リスクを回避して、外貨建債権債務の円貨による

キャッシュ・フローを固定化することを目的とし

て、原則実需の範囲内で為替予約を行っておりま

す。 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関

係を求めることにより、その有効性を判定しており

ます。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している為替予約取引は、為替相場の変

動によるリスクを有しております。なお、当社のデリ

バティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しております。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の契約は各事業部署で行われてお

り、毎月、財務部に報告されます。取引に関する管理

規程は特に設けておりません。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

────── ────── 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

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 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

（注）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。 

 

 

ｅ．持分法投資損益等 

 前事業年度（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。 

 

 当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  該当事項はありません。 

 

ｆ．関連当事者との取引 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高
（百万円）

役員 船越 孜 － － 
当社監査
役 

（所有）
直接0.0％

－ － 
弁護士の報
酬の支払い

1 － －

 （注）１．弁護士報酬の支払については、日本弁護士連合会「報酬等基準規程」に基づき、交渉により決定しており

ます。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

  該当事項はありません。 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

ｇ．税効果会計 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

（単位：百万円） （単位：百万円）

前事業年度（平成18年３月31日現在） 当事業年度（平成19年３月31日現在）
  

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金 107

未払事業税否認 33

賞与引当金損金算入限度超過額 83

退職給付引当金損金算入限度超過額 49

貸倒引当金損金算入限度超過額 13

退職給付信託有価証券 179

投資有価証券評価損否認 15

棚卸資産評価損否認 27

その他 35

繰延税金資産計 545

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金の税効果額 495

繰延税金負債計 495

繰延税金資産の純額 50
  

  
繰延税金資産 

役員退職慰労引当金 121

未払事業税否認 29

賞与引当金損金算入限度超過額 72

退職給付引当金損金算入限度超過額 16

貸倒引当金損金算入限度超過額 16

退職給付信託有価証券 179

投資有価証券評価損否認 15

棚卸資産評価損否認 13

その他 21

繰延税金資産計 486

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金の税効果額 426

繰延ヘッジ損益の税効果額 0

繰延税金負債計 426

繰延税金資産の純額 60
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
  

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 1.8 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 

住民税均等割等 1.1 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.9 
  

  
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 2.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 

住民税均等割等 1.1 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8 
  

 

ｈ．退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 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。 

 第16期（昭和37年11月１日）より３年以上勤続した従

業員に対して支給する退職金の一部（50％相当額）を適

格退職年金制度に移行しております。 

 なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠

した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。 

 また、これとは別に総合型の厚生年金基金として大阪

金属問屋厚生年金基金にも加入しております。平成18年

３月31日現在の掛金拠出割合より計算した当社の年金資

産の額は2,314百万円であります。 

 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。 

 第16期（昭和37年11月１日）より３年以上勤続した従

業員に対して支給する退職金の一部（50％相当額）を適

格退職年金制度に移行しております。 

 なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠

した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。 

 また、これとは別に総合型の厚生年金基金として大阪

金属問屋厚生年金基金にも加入しております。平成19年

３月31日現在の掛金拠出割合より計算した当社の年金資

産の額は2,529百万円であります。 

 

 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

２．退職給付債務及びその内訳 

 前事業年度 当事業年度 
（平成19年３月31日） （平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務（百万円） △1,577 △1,556 

(2）年金資産（百万円） 2,007 1,808 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） 430 252 

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △570 △314 

(5）貸借対照表計上純額 (3)+(4) 
△140 △62 

（百万円） 

(6）前払年金費用（百万円） 62 127 

(7）退職給付引当金 (5)-(6)（百万円） △202 △190 

 （注） 年金資産には退職給付信託を前事業年度1,151百万円、当事業年度937百万円含めて表示しております。 

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）勤務費用（百万円） 148 149 

(2）利息費用（百万円） 34 34 

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 6 8 

(4）数理計算上の差異の当期費用処理額 
△2 △53 

（百万円） 

合計（百万円） 174 122 

 

４．退職給付債務の計算基礎 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）割引率（％） 2.3 2.2 

(2）期待運用収益率（％） 0.4 0.5 

(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）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

 
同左 （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。） 

 

ｉ．ストック・オプション等 

該当事項はありません。 

 

ｊ．企業結合等 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

ｋ．１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 612.17円 

１株当たり当期純利益 44.39円 

  

  

１株当たり純資産額 636.32円 

１株当たり当期純利益 45.16円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 896 911 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) （ －） （ －）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 896 896 

期中平均株式数（千株） 20,184 20,183 

 

ｌ．重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

５．その他 

(1）役員の異動 （平成19年６月28日付予定） 

 ① 代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

   退任予定取締役 

    取 締 役   上 畑 竹 治 （顧問を委嘱予定） 

 
(2）生産・受注及び販売の状況 

   品目別比較売上高明細 

  (単位:百万円)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

増   減 

期別 

 

 

区別 金額 構成比 金額 構成比 金額 

ダイニング用品 8,649 23.3％ 8,744 23.8％ 95 

キッチン用品 14,603 39.4  14,638 39.9   34 

サニタリー用品 6,457 17.4  5,984 16.3  △473 

収納用品 4,880 13.2  4,668 12.7   △211 

シーズン用品他 2,486 6.7  2,665 7.3   178 

合計 37,077 100.0  36,700 100.0   △377 

 

以上 

－  － 
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