
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年３月期　決算短信（非連結） 平成19年5月9日

上場会社名 尾家産業株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部

コード番号 7481 ＵＲＬ　http://www.oie.co.jp

代表者　　　　　 代表取締役社長 尾家　啓二

問合せ先責任者　 常務取締役管理本部長 田仲　勇一郎 ＴＥＬ　（０６）６３７５－０１５８

定時株主総会開催予定日 平成19年6月21日 配当支払開始予定日 平成19年6月7日

有価証券報告書提出予定日 平成19年6月22日

（百万円未満切捨て）

１．平成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 57,477 5.3 842 △31.9 850 △36.0 383 △49.5

18年３月期 54,601 4.6 1,236 6.9 1,329 6.3 759 56.6

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 41 47 －  3.9 4.1 1.4

18年３月期 80 70 －  8.1 6.8 2.2

（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 20,880 9,855 47.2 1,065 18

18年３月期 20,241 9,657 47.7 1,042 35

（参考）自己資本 19年３月期 9,855百万円 18年３月期 9,657百万円

(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 △19 △792 △167 3,852

18年３月期 1,099 △349 △156 4,831

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 9 00 － － 9 00 18 00 166 22.3 1.7

19年３月期 － － 9 00 － － 9 00 18 00 166 43.4 1.7

20年３月期（予想） － － 9 00 － － 9 00 18 00 － 32.0 －

３．平成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 30,500 7.6 460 23.8 480 20.9 250 13.6 27 02

通期 62,500 8.7 940 11.6 1,000 17.6 520 35.5 56 20
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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、20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 9,255,000株 18年３月期 9,255,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 2,394株 18年３月期 2,307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、30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

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報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場合があります。上記、業績予想につきましては、添付資料の３ページの

「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ○　経営成績の概況

 ① 当期におけるわが国経済は、好況基調にあると言われながらも、原油価格が高止まり、国際商品の需給関係に由

来する輸入価格の高騰があり、また、将来の雇用関係の安定が見通せず、必ずしも透明感のある展望が開けてき

たとは言えません。外食産業においても、オーバーサプライやオーバーストア等の理由から、競争の激化を余儀

なくされた状況が続き、消費の低迷と低価格化での体力消耗戦を強いられた結果、業績の二極化が更に一段と進

み、引き続きローコスト・オペレーションが要請された1年でした。

 ② 当社の営業活動の大きな柱である春と秋の「食材提案会」では、提案会のテーマに則り、メニュー提案、新商品

案内、ヘルスケアコーナー、当社社員が運営する「ヘルシーＸプロジェクト」からの外食・給食・中食へのヘル

シーで美味しいメニューを提案しました。また、食材提案会を業界でも早めの時期に実施し、お客様のメニュー

作りのお役にたてて頂いており、大盛況でした。

提案会は「地元密着型営業」「提案型営業」の柱に育っています。

提案会でも、試食用割り箸を廃止し、環境に配慮した食育活動の一環として「マイ箸運動」を導入し、多くのお

客様、仕入先様から共感いただきました。

 ③ 商品政策では、基本方針「安全　安心　健康　環境」及び開発方針「特（付加価値商品）と得（価格対応品）」

の深耕に努めました。

具体的には当社サンホーム商品の商品企画書の中身を充実し、安全安心な原材料の使用、アレルゲンの表示など、

お客様のニーズに対応を強化しております。

環境配慮では缶の廃棄問題の解消を目指し、ビーフカレーを缶からレトルトに容器を変え、ユーザーに姿勢を評

価されています。今後とも、環境視点の商品開発・改良を進めていきます。

「付加価値商品」の新商品では、化学調味料不使用の「燦宝夢ちらしずしの素」は、外食および老人福祉施設・

病院などに多く受け入れられています。

「ＳＰキャノーラ油」は悪玉コレステロールを低減させるオレイン酸を豊富に含んでいます。「燦宝夢　蜂蜜梅

酒　紀州のめぐみ」は紀州南高梅、水は紀州熊野の「富田の名水」さらにローヤルゼリー入りと原材料にこだわっ

た商品を発売しました。

「価格対応商品」では「尾付きのばしえび　バナメイ種」は、安定した供給及び価格がお客様に高く評価されヒッ

ト商品になりました。

「サンホーム　大焼売」も差別化された商品企画で多くのお客様の支持を獲得しました。

当期は、開発体制の整備・情報整備に力点をおき、来期の商品開発の道筋をつけました。　

④ 営業基盤の拡充として、2007年3月に北九州営業所を新築移転いたしました。計画していた新規事業所の開設につ

いては、実現に至りませんでした。一方、既存事業の見直しとして、キャッシュ・アンド・キャリーの現金卸の

３店舗、京都店・堺店・和歌山店を３月末に閉鎖しました。当該店舗の近隣の競争激化から、それらの当該経済

圏のマーケットを慎重に再調査の結果、将来相応の収益確保が期待できないと判断し決定したものです。

 ○　経営成績の分析

 ① 売上面では当初予想を下回りましたが、現在の外食市場における消費低迷、値上げラッシュ、競争激化の中にあ

りまして、当社の適切できめ細かい対応力が高く評価され、その成果があがっています。

 ② 売上総利益につきましては、国際的な食料事情の変化により、輸入品の量的制約と原油高、円安による価格高騰

が続いており、商品コストが常に上昇しています。

売価改定や代替品の紹介の遅れが、売上総利益率を低下させました。

 ③ 経費面では、物流の効率化を検討する中で、外部委託のウェイトを徐々にあげており、また、がんばる社員に報

いるため給与水準を引き上げましたので、販売費および一般管理費が前期に比べて、売上高比で0.4％増加いたし

ました。

 ④ 従いまして、営業利益率は、売上総利益率が0.4％低下し、販売費及び一般管理費が0.4％増加しましたので、前

期比0.8％の低下となりました。

 ⑤ 営業外収支については、有価証券利息30百万円、賃貸料33百万円があったものの、他社株転換条項付債券の評価

損92百万円を計上しました。結果、営業外収支は8百万円になり、経常利益率の低下の一因となっております。

 ⑥ 特別損失については、現金卸店舗の京都店・堺店・和歌山店の3店舗閉鎖損125百万円が主たる要因です。
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　以上の結果、当期の業績につきましては、売上高574億77百万円（前期比105.3％、28億76百万円増）、営業利益8億

42百万円（前期比68.1％、3億93百万円減）、経常利益8億50百万円（前期比64.0％、4億79百万円減）、当期純利益3

億83百万円（前期比50.5％、3億76百万円減）と、増収減益となりました。

○  次期の見通し

 ① 次期の見通しにつきましては、厳しい状況が続くものと予想されますが、一部には、回復の兆しもあり、優良顧

客とのパートナーシップの確立と将来にわたり共存共栄できる顧客との信頼関係の確立を目指していきます。

 ② 当社としては、引き続き、社会的責任を果すべく企業倫理、法令遵守に特に留意し、コーポレート・ガバナンス

に真剣に取り組んでいきます。また、中期経営計画に基づき、会社の収益基盤の拡大と強化及び人材の育成を最

重点課題とし、企業の安定成長を目指します。当期の「社内構造改革の推進」「組織的営業の確立」「自己進化」

を受け継ぎ、次期の基本方針は、「利益確保」「行動力アップ」「自己改革」を掲げました。

東京・大阪両広域営業部の一元化を実践するため、次期は、執行役員を配置し営業を統括する体制を整備し行動

力アップを実践していきます。

 ③ さらには、「中長期的な会社の経営戦略」と「会社の対処すべき課題」に果敢に取り組んでいきます。商品開発

はもとより、情報システムと物流機能の強化を図り、営業との連携を強化し、さらに磐石な営業体制と管理体制

作りを目指します。

　以上により、通期の業績見通しとしては、売上高625億円（前期比108.7％、50億22百万円増）、営業利益9億40百万

円（前期比111.6％、97百万円増）経常利益10億円（前期比117.6%、1億49百万円増）、当期純利益5億20百万円（前期

比135.5％、1億36百万円増）を見込んでいます。

(2）財政状態に関する分析

 当期末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、38億52百万円（前年同期比79.7％）となり、前期

末より9億78百万円減少しました。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）

　当期の営業活動による資金収支は、前年同期と比較して11億19百万円減少し、19百万円の支出となりました。

　これは、税引前当期純利益が減少（前年同期と比較して6億18百万円減少）したこと及び当期末日が金融機関休

業日のため売掛債権が増加（前年同期と比較して6億16百万円の増加）したことが主たる要因であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の投資活動による資金収支は、前年同期と比較して4億42百万円減少し、7億92百万円の支出となりまし

た。

　これは、運用対象としての投資有価証券の取得による支出（前年同期と比較して4億30百万円増加）があったこ

とや長期性定期預金の預入による支出（前年同期と比較して5億円増加）があったことなどが主たる要因でありま

す。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の財務活動による資金収支は、前年同期と比較して10百万円減少し、1億67百万円の支出となりました。

　これは、配当金の支払額が増配により増加（前年同期と比較して10百万円の増加）したことが主たる要因であり

ます。
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　なお、キャッシュ・フロー指標は次の通りであります。

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（％） 49.3 46.6 47.7 47.7 47.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
35.3 49.7 43.2 52.0 42.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

 （注）　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

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

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

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは有利子負債及び利払いが

発生していないため、記載しておりません。

(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、株主に対する利益還元につきましては、安定的にかつ継続して配当を行うことが、最も重要であると考え

ております。

　今後につきましても、株主重視の基本方針を堅持してまいる所存であります。

　内部留保につきましては、財務体質の充実を図りながら、経営体制の効率化・省力化のための投資などに積極的に

活用し、企業体質と競争力の強化に取り組んでまいります。

　以上の考えのもとに、当期の配当金は、予定通り、１株につき18円（中間配当金9円を含む）といたします。

　次期につきましては、当期の配当方針を踏まえて、１株につき18円（中間配当金9円を含む）を予定しております。

(4）事業等のリスク

  ①　当社の事業内容及び業績の変動要因について

 　当社は、全国を商圏として外食産業等に対する食品材料の卸売業を営んでおります。業種柄、当社の取扱品目は

多岐にわたっており特定品目または特定取引先に依存している事実はありませんが、景気動向、個人消費動向の変

化による外食産業界の業況等により当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社の主要取扱品目である食品材料の一部においては、大幅な為替変動等により仕入価格が変動する場合

があり、当該仕入価格の上昇を販売価格へ転嫁できない場合には、利益率が低下する等当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。

　当社は、これらに対応するべく全社を挙げて自社ブランド商品の売上拡大、中食・給食分野への取組を強化して

おりますが、当社への投資に当たりましては、今後とも外食産業の低迷や競争激化、為替変動により当社の業績が

変動する可能性があることについて留意する必要があります。

②　食品衛生について

　当社が取扱う「食」に関する商品については、その性格上、品質管理、食品衛生管理には、細心の体制確立が求

められます。当社におきましても、商品の配送・納品については、３温度帯の冷凍車を全事業所にて配置するなど、

品質劣化のないよう対応しており、また、製造委託工場の品質管理体制については、現地を視察し、改善すべき点

については改善してもらう等の協議体制を整えており、品質管理、食品衛生管理には、万全の注意を払っておりま

す。

　当社では、過去において食品の安全・衛生管理上の重大な問題が発生した事例はありませんが、当社が管理し取

扱う食品において、今後何らかの問題が発生した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

 当社の企業集団は、当社と非連結子会社１社で構成されており（他には親会社、子会社を含めた関係会社は有しており

ません）、業務用食品を中心として幅広い食材を取り揃え、主に外食産業のユーザーに販売する事業を営んでおりま

す。

　当社と非連結子会社の株式会社マルモ・オイエとの位置付けは、当社の全国事業所展開方針のうち、九州地区の鹿児

島、宮崎、沖縄の３県を株式会社マルモ・オイエの担当地域とし、その他の地区を当社が担当するというものです。

　

また、当社は株式会社マルモ・オイエに対して、当社プライベート商品の製造を一部委託しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。
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　（注）　連結財務諸表規則第５条第２項の連結の範囲の規定により、株式会社マルモ・オイエを連結財務諸表の対象か

ら除いております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、昭和22年の創業以来、業務用食品卸売業を本業として、主に外食産業の発展に寄与することを使命として

まいりました。

　さらに食の市場の変化に対応するために、給食や中食の分野にも、その販路を広め事業の拡大を推し進めてまいり

ました。

　経営の基本は、当社の経営理念（下記ご参照）に示しておりますとおり、顧客第一主義の考えを基軸とし、存在感

のある企業となり、顧客の発展とともに成長し続けることであります。

　企業は、安定した業績を継続することによって、株主はもとより、社員・取引先・その他多くの関係先のご満足を

得られるものである、と確信しております。

　なお、社会経済の環境変化はめまぐるしく、顧客のニーズも多様化し、複雑化してまいりますが、常に的確で誠意

のある対応を心がけ、経営資源を最大限に有効活用する所存であります。

 【当社の経営理念】

「私達は、自己の能力を啓発し、奉仕と感謝の心をもって

取引先にとってなくてはならない存在となり、

社員の幸福と企業の安定成長をはかり、

社会と食文化の発展に貢献する」

(2）目標とする経営指標

 当社は、効率化経営を展開し、収益体質の強化を図ることを経営方針の一つに掲げ、株主の皆様の視点に立って、収

益性を重視する観点から常に収益の向上に努め、コストの節減意識をもって企業経営に取り組んでまいります。

その指標として、自己資本当期純利益率（ROE）を採用しております。その中期的な目標数値として８％台の回復を目

指します。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は「中期経営計画」に基づき、次の五つの主要な戦略の取組により業績の拡大と社内構造変革に邁進してまい

ります。

 ①営業力強化

　少子・高齢化及びそれに伴う単身世帯の増加に伴い、外食市場の多様化が一層進む中で、お客様の要望も多岐に

わたっています。当社はお客様満足に的確、かつ迅速に応えていくために、商品開発はじめ当社の物流や情報シス

テムその他のあらゆる機能を結集することで業績拡大を実現していきます。

 ②商品開発の推進

　当社のプライベートブランドを中心とした商品開発は長年の実績があり、お客様から大きな支持をいただいてお

ります。

　また、「ヘルシーＸプロジェクト」によるメニュー提案も健康を切り口としてさらに進化させていきます。

　今後も安全・安心・健康・環境への配慮を基本に商品開発機能を強化し、市場に対応した商品提供をしてまいり

ます。

 ③物流機能の強化

　お客様の広域にわたる多店舗展開に伴い、それをフォローする物流機能の強化、効率的な物流の提案はますます

重要性を増しております。首都圏を中心とした新設拠点の強化を中心に、既存事業所の拡充も積極的に行ってまい

ります。

 ④人材の育成

　食品卸売業にとって、人材は大きな経営資源です。よって新入社員教育をはじめとして1人ひとりの能力開発計

画に基づき、「階層別教育」、「職能別教育」の充実を図っていきます。

 ⑤企業の社会的責任の確立

　社会の一員たる企業として全社員に法令遵守の徹底をしていくとともに、内部統制監査制度への対応についても

真摯に取り組んでまいります。

　また全国の事業所において取得が完了したISO14001への取組も継続して実施していきます。
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(4）会社の対処すべき課題

 ① ロ－コスト・オペレーションの実践

景気動向に揺るがされることなく、継続的に収益を確保できる体質を強化するため、ローコスト・オペレーショ

ンを目指し、より慎重に費用対効果を検証し、実効性のある予算実績管理機能を発揮していきます。

② 利益の確保 

当期の営業利益の減少を真摯に受け止め、売上総利益率の低下への対処としては、仕入先の選択と集中、仕入

価格の見直しを行い、さらには、国際商品の価格変動への対処としては、信頼のおける仕入先との関係を強化

し、そのリスクを回避していきます。また、販売価格の見直しを行い、自社ブランド商品の開発と販売に努力

していきます。

目標とする経営指標の自己資本当期純利益率（ROE)は、18年3月期は、8.1％となり、8％台を達成しましたが、

19年3月期は3.9％となりました。その中期的な目標数値である8％台の回復を目指すべく、利益確保の体制整備

を行ってまいります。

 ③ 物流体制の整備

物流費の削減への対処としては、物流機能の強化を目指し、設置した物流部のもと、事業所倉庫内のＩＴ活用

による効率化、配送効率の改善、運行燃費の改善を進めていきます。

 ④ 環境問題取組と組織運営への対処

地球環境保護の観点から全事業所でのISO14001認証取得を目指し、平成13年から5年かけて、平成18年5月、本

社及び卸売部門の全事業所45サイトでの認証取得を果し、全社的なISO活動を展開できる体制が整いました。

この間、社員の環境問題への取組に対する意識が高まり、省エネルギーの推進のみならず商品管理に対する視

点、廃棄物の削減意識も高まり、法令遵守・組織運営の重大さを認識させることができました。

今後、ISOで習得したPDCAのサイクルを本社と全事業所でのマネジメントにも活用し継続的改善を進めることに

より、会社全体の業務にPDCAを更に浸透させて、計画段階の精度を上げて、確実な改善に結び付けていきま

す。

現在、進めている内部統制監査制度の構築に当っても、ISOで培った文書化と管理手法を会社運営に生かせる好

機と捉え、緊張感のある組織運営を行います。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
第46期

（平成18年３月31日）
第47期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   4,831,425   3,852,710  △978,715

２　受取手形   34,196   35,031  835

３　売掛金 ※１  6,203,511   7,177,076  973,564

４　有価証券   99,954   217,807  117,853

５　商品   1,237,558   1,376,662  139,104

６　繰延税金資産   179,639   188,973  9,334

７　その他   362,854   412,315  49,460

８　貸倒引当金   △23,820   △31,167  △7,347

流動資産合計   12,925,320 63.9  13,229,409 63.4 304,089

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物  1,981,474   1,847,833    

減価償却累計額  720,245 1,261,228  687,340 1,160,493  △100,735

２　建物附属設備  1,954,554   1,886,751    

減価償却累計額  1,255,715 698,838  1,277,926 608,824  △90,014

３　構築物  132,540   124,458    

減価償却累計額  83,228 49,312  82,434 42,024  △7,288

４　機械装置  138,366   148,346    

減価償却累計額  84,464 53,902  95,749 52,597  △1,305

５　車両運搬具  7,455   7,455    

減価償却累計額  5,663 1,791  6,346 1,108  △683

６　器具備品  368,937   337,181    

減価償却累計額  292,474 76,463  275,966 61,214  △15,248

７　土地 ※２  2,223,331   2,226,250  2,918

有形固定資産合計   4,364,869 21.5  4,152,513 19.9 △212,356
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第46期

（平成18年３月31日）
第47期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１　商標権   196   137  △59

２　ソフトウェア   31,681   32,479  797

３　電話加入権   26,614   26,614  －

４　施設利用権   1,203   1,057  △145

無形固定資産合計   59,695 0.3  60,288 0.3 593

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   1,392,743   1,401,444  8,701

２　関係会社株式   24,500   24,500  －

３　保証金   1,075,422   1,021,777  △53,644

４　会員権   97,297   84,597  △12,700

５　保険積立金   82,862   91,531  8,668

６　長期性定期預金   －   500,000  500,000

７　破産・更生債権等   44,100   174,866  130,766

８　繰延税金資産   262,462   284,179  21,716

９　その他   15,562   12,477  △3,084

１０　貸倒引当金   △103,680   △156,618  △52,938

投資その他の資産合計   2,891,271 14.3  3,438,756 16.4 547,485

固定資産合計   7,315,836 36.1  7,651,558 36.6 335,722

資産合計   20,241,156 100.0  20,880,968 100.0 639,812
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第46期

（平成18年３月31日）
第47期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   515   1,030  515

２　買掛金
※1・
２

 8,072,487   8,784,991  712,504

３　未払金   147,650   126,618  △21,032

４　未払費用   615,872   712,516  96,644

５　未払法人税等   378,733   45,467  △333,266

６　賞与引当金   287,776   242,802  △44,974

７　役員賞与引当金   －   22,000  22,000

８　その他   18,914   12,550  △6,363

流動負債合計   9,521,949 47.0  9,947,977 47.6 426,027

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   728,245   719,476  △8,769

２　役員退任慰労引当金   174,284   190,782  16,498

３  その他   159,045   167,045  8,000

固定負債合計   1,061,574 5.3  1,077,303 5.2 15,728

負債合計   10,583,524 52.3  11,025,281 52.8 441,756

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  1,305,700 6.5  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  1,233,690   －    

資本剰余金合計   1,233,690 6.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

(1）利益準備金  154,131   －    

(2）任意積立金         

別途積立金  4,400,000   －    

(3）当期未処分利益  2,399,714   －    

利益剰余金合計   6,953,845 34.3  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※５  166,173 0.8  － － －

Ⅴ　自己株式 ※４  △1,776 △0.0  － － －

資本合計   9,657,632 47.7  － － －

負債・資本合計   20,241,156 100.0  － － －
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第46期

（平成18年３月31日）
第47期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  1,305,700 6.2 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,233,690    

資本剰余金合計   － －  1,233,690 5.9 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   154,131    

(2）その他利益剰余金         

任意積立金  －   4,600,000    

繰越利益剰余金  －   2,403,748    

利益剰余金合計   － －  7,157,879 34.3 －

４　自己株式   － －  △1,862 △0.0 －

株主資本合計   － －  9,695,406 46.4 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  160,280 0.8 －

　評価・換算差額等合計   － －  160,280 0.8 －

純資産合計   － －  9,855,687 47.2 －

負債純資産合計   － －  20,880,968 100.0 －
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(2）損益計算書

  
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（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(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   54,601,453 100.0  57,477,519 100.0 2,876,066

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  1,219,490   1,237,558    

２　当期商品仕入高  45,201,037   47,947,567    

合計  46,420,528   49,185,125    

３　商品期末たな卸高  1,237,558 45,182,969 82.8 1,376,662 47,808,462 83.2 2,625,492

売上総利益   9,418,483 17.2  9,669,056 16.8 250,573

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  8,182,444 15.0  8,827,003 15.4 644,558

営業利益   1,236,038 2.2  842,053 1.4 △393,984

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4,428   4,547    

２　有価証券利息  11,834   29,568    

３　受取配当金  9,434   8,526    

４　賃貸料  33,589   33,004    

５　雑収入  35,868 95,155 0.2 25,118 100,766 0.2 5,610

Ⅴ　営業外費用         

 １　複合金融商品評価損  －   92,191    

２　雑損失  1,473 1,473 0.0 150 92,341 0.1 90,868

経常利益   1,329,721 2.4  850,478 1.5 △479,242

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  －   5,634    

２　投資有価証券売却益  13,935   865    

３　貸倒引当金戻入  8,231 22,166 0.0 2,893 9,393 0.0 △12,773

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 5,205   4,924    

２　店舗閉鎖損 ※３ －   125,533    

３　投資有価証券評価損  1,138   1,748    

４　その他特別損失  2,948 9,292 0.0 3,867 136,073 0.2 126,781

税引前当期純利益   1,342,595 2.5  723,798 1.3 △618,796

法人税、住民税及び事
業税

 658,775   364,127    

法人税等調整額  △75,972 582,803 1.1 △24,011 340,116 0.6 △242,687

当期純利益   759,792 1.4  383,682 0.7 △376,109

前期繰越利益   1,723,197   －   

中間配当額   83,275   －   

当期未処分利益   2,399,714   －   
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(3）株主資本等変動計算書

第47期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,400,000 2,399,714 6,953,845 △1,776 9,491,458

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － － △166,548 △166,548 － △166,548

利益処分役員賞与（千円） － － － － － △13,100 △13,100 － △13,100

利益準備金の積立（千円） － － － － 200,000 △200,000 － － －

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △86 △86

当期純利益（千円） － － － － － 383,682 383,682 － 383,682

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 200,000 4,034 204,034 △86 203,947

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,403,748 7,157,879 △1,862 9,695,406

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

166,173 166,173 9,657,632

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △166,548

利益処分役員賞与（千円） － － △13,100

利益準備金の積立（千円） － － －

自己株式の取得（千円） － － △86

当期純利益（千円） － － 383,682

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

△5,892 △5,892 △5,892

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,892 △5,892 198,055

平成19年３月31日　残高
（千円）

160,280 160,280 9,855,687
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19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  1,342,595 723,798

減価償却費  227,794 212,079

貸倒引当金の増加額  1,455 71,985

賞与引当金の増加額（△減少額）  17,776 △44,974

退職給付引当金の増加額（△減少額）  41,391 △8,769

役員退任慰労引当金の増加額  10,454 16,498

役員賞与引当金の増加額  － 22,000

受取利息及び受取配当金  △25,697 △42,643

複合金融商品評価損益  － 92,191

有形固定資産売却益  － △5,634

有形固定資産除却損  5,205 21,405

店舗閉鎖損  － 87,819

投資有価証券売却益  △13,935 △865

投資有価証券評価損  1,138 1,748

売上債権の増加額  △357,796 △974,399

たな卸資産の増加額  △18,067 △139,104

その他流動資産の増加額  △56,560 △49,231

営業保証金の増加額  △14,608 △18,088

破産更生債権等の減少額（△増加額）  4,590 △130,766

仕入債務の増加額  377,479 713,019

未払金の増加額  7,788 28,051

未払消費税等の増加額(△減少額)  15,997 △25,126

未払費用の増加額  74,752 96,644

その他流動負債の増加額（△減少額）  △7,804 5,984

その他固定負債の増加額  2,200 8,000

役員賞与の支払額  △10,000 △13,100

小計  1,626,147 648,523

利息及び配当金の受取額  24,752 42,014

法人税等の支払額  △551,081 △709,742

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,099,819 △19,203
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第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19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  △99,880 －

有価証券の償還による収入  － 100,000

有形固定資産の取得による支出  △99,100 △104,759

有形固定資産の売却による収入  123 75,710

無形固定資産の取得による支出  △17,835 △19,055

投資有価証券の取得による支出  △402,931 △833,292

投資有価証券の売却等による収入  325,354 501,391

保証金の差入による支出  △90,332 △56,674

保証金の返還等による収入  37,894 50,498

会員権の売却等による収入  15,218 1,000

保険積立金に係る保険料の支出  △9,240 △8,668

長期定期預金の預入による支出  － △500,000

その他投資の減少額（△増加額）  △8,814 1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー  △349,544 △792,178

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出  △295 △86

配当金の支払額  △156,599 △167,246

財務活動によるキャッシュ・フロー  △156,894 △167,332

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(△減少額)  593,380 △978,715

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,238,045 4,831,425

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  4,831,425 3,852,710
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(5）利益処分計算書

  
第46期

(平成18年６月22日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　当期未処分利益   2,399,714

Ⅱ　利益処分額    

１　株主配当金  83,274  

２　取締役賞与金  11,500  

３　監査役賞与金  1,600  

４　任意積立金    

別途積立金  200,000 296,374

Ⅲ　次期繰越利益   2,103,339

    

　（注）　（　）内の日付は株主総会承認日であります。
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重要な会計方針

項目
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評

価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

…総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

(2）満期保有目的の債券

同左

(3）その他有価証券

①時価のあるもの

…期末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

総平均法により算定）

(3）その他有価証券

①時価のあるもの

…期末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

は総平均法により算定）

なお、組込デリバティブを合理

的に区分して測定することがで

きない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価し、

評価差額を当事業年度の損益に

計上している。

②時価のないもの

…総平均法による原価法

②時価のないもの

同左

 

──────── 

 

(4）デリバティブ 

 …時価法

２　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

……月次総平均法による原価法

同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

…定率法

主な耐用年数

建物　　　　　６～50年

建物附属設備　６～23年

有形固定資産

同左

無形固定資産

…定額法

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

よっております。

無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上いたしてお

ります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額を計上いたしております。

(2）賞与引当金

同左

 

 ──────── 

 

(3)役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、当事

業年度末における年間支給見込額に基

づき、当事業年度において負担すべき

額を計上しております。 
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項目
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき期末において発生し

ていると認められる額を計上いたして

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処理することとい

たしております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退任慰労引当金

　役員の退任慰労金の支給に充てるた

め、会社内規に基づく期末要支給額を

計上いたしております。

　これは、商法施行規則第43条に規定

する引当金であります。

(4）役員退任慰労引当金

　役員の退任慰労金の支給に充てるた

め、会社内規に基づく期末要支給額を

計上いたしております。

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

６　キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、要求払い預金及び流動性が

高く、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資（取得日から３ヶ月以内に

満期日または償還日が到来するもの）を

資金としております。

同左

７　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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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重要な会計方針の変更

項目
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

役員賞与に関する会計基準  

 

 ──────── 

　当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第4号　

平成17年11月29日）を適用しており

ます。

　これにより、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益、税引前当

期純利益がそれぞれ22,000千円減少

しております。

貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準

 

 

 

 

──────── 

　当事業年度から「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

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は9,855,687千円であります。　

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度末における貸借対照表の

純資産の部については改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

　　　　　 

注記事項

（貸借対照表関係）

第46期
(平成18年３月31日)

第47期
(平成19年３月31日)

※１　関係会社に対する資産及び負債 ※１　関係会社に対する資産及び負債

売掛金 93,396千円

買掛金 2,935

売掛金 113,158千円

買掛金 2,195

※２　担保に供している資産は、次のとおりであります。 ※２　担保に供している資産は、次のとおりであります。

土地 114,180千円 土地        114,180千円

　上記に対応する債務は、次のとおりであります。 　上記に対応する債務は、次のとおりであります。

買掛金 153,569千円 買掛金        153,115千円

※３　会社が発行する株式 ──────── 

普通株式 22,800,000株

発行済株式数

普通株式 9,255,000株

※４　自己株式の保有数 ──────── 

普通株式 2,307株

※５　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が

  166,173千円増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。

──────── 
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（損益計算書関係）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は83.1％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

16.9％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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は83.5％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

16.5％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。

役員報酬 98,780千円

給料 2,380,397

賞与 301,753

賞与引当金繰入額 287,776

  

退職給付費用 163,685

役員退任慰労引当金繰入額 10,454

法定福利費 394,328

貸倒引当金繰入額 14,007

賃借料 476,087

地代家賃 689,881

運賃 1,630,514

減価償却費 227,794

役員報酬 124,670千円

給料 2,500,378

賞与 264,081

賞与引当金繰入額 242,802

役員賞与引当金繰入額 22,000

退職給付費用 176,872

役員退任慰労引当金繰入額 16,498

法定福利費 404,564

貸倒引当金繰入額 83,436

賃借料 460,036

地代家賃 703,528

運賃 2,085,014

減価償却費 212,079

  

  

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物附属設備 4,770千円

器具備品 175

その他 258

計 5,205

建物附属設備 4,647千円

器具備品 276

その他 －

計      4,924

  

  

 ※３　              ※３　店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。

 

 

──────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産除却損（建物附属

設備等）
16,481千円

中途解約違約金 87,819

解体撤去工事 21,233

計 125,533
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（株主資本等変動計算書関係）

第47期（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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式 2,307 87 － 2,394

合計 2,307 87 － 2,394

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月22日

定時株主総会
普通株式 83,274 9 平成18年3月31日 平成18年6月23日

平成18年11月2日

取締役会
普通株式 83,274 9 平成18年9月30日 平成18年12月5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
（千円）

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 83,273 利益剰余金 9 平成19年3月31日 平成19年6月7日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（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掲記されて

いる科目の金額との関係（平成18年3月31日現在）

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（平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 4,831,425千円

現金及び現金同等物 4,831,425

現金及び預金勘定 3,852,710千円

現金及び現金同等物 3,852,710
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（リース取引関係）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の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・リース取引に係る注記

(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

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物附属設備 16,000 12,571 3,428

車両運搬具 792,528 477,890 314,638

器具備品 259,804 132,563 127,240

ソフトウェア 65,965 49,519 16,445

合計 1,134,298 672,545 461,752

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物附属設備 16,000 14,857 1,142

車両運搬具 732,566 341,998 390,567

器具備品 216,354 134,978 81,375

ソフトウェア 45,186 38,807 6,379

合計 1,010,107 530,641 479,465

(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 190,171千円

１年超 277,514

計 467,685

１年以内 175,014千円

１年超 309,705

計 484,719

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 264,685千円

減価償却費相当額 255,625

支払利息相当額 8,467

支払リース料 222,607千円

減価償却費相当額 215,504

支払利息相当額 6,823

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算出方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 84,057千円

１年超 203,821

計 287,879

１年以内 99,587千円

１年超 192,020

計 291,607
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

第46期
（平成18年３月31日）

第47期
（平成19年３月31日）

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

      

①　国債・地方

債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの

      

①　国債・地方

債等
498,667 494,770 △3,897 499,280 497,440 △1,840

②　社債 99,954 99,952 △1 － － －

③　その他 － － － － － －

小計 598,621 594,722 △3,898 499,280 497,440 △1,840

合計 598,621 594,772 △3,898 499,280 497,440 △1,840
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２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

第46期
（平成18年３月31日）

第47期
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表日
における貸借
対照表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表日
における貸借
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

      

①　株式 161,060 451,970 290,909 160,609 429,789 269,179

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 161,060 451,970 290,909 160,609 429,789 269,179

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

      

①　株式 1,561 1,363 △197 12,228 9,870 △2,358

②　債券 － － － － － －

③　その他 300,575 289,615 △10,959 602,126 509,934 △92,191

小計 302,136 290,979 △11,157 614,354 519,805 △94,549

合計 463,197 742,950 279,752 774,964 949,594 174,630

３　当年度中に売却したその他有価証券

区分
第46期

（平成18年３月31日）
第47期

（平成19年３月31日）

売却額（千円） 25,100 1,391

売却益の合計額(千円) 13,935 865

売却損の合計額（千円） － －

４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

(1）子会社株式及び関連会社株式

区分

第46期
（平成18年３月31日）

第47期
（平成19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）

子会社株式 24,500 24,500

合計 24,500 24,500
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(2）その他有価証券

区分

第46期
（平成18年３月31日）

第47期
（平成19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）

非上場株式 131,125 150,337

非公募の内国債券 20,000 20,000

合計 151,125 170,377

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

区分

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１年内
（千円）

１年超
５年内
（千円）

５年超
10年内
（千円）

10年超
（千円）

１年内
（千円）

１年超
５年内
（千円）

５年超
10年内
（千円）

10年超
（千円）

債券         

国債・地方債等 － 498,667 － － 199,807 299,473 － －

社債 99,954 20,000 － － 18,000 2,000 － －

その他 － 300,575 － － － 602,126 － －

合計 99,954 819,242 － － 217,807 903,599 － －

（デリバティブ取引関係）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、

該当事項はありません。

（デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状

況）　

　当社は、当事業年度において利用したデリバティブ取

引は、他社株転換条項付債券の取引のみであります。

　なお、他社株転換条項付債券に係る取引については、

他社株転換条項に係るオプション契約が債券に係る契約

と区分されていないため、時価等に関する事項は「有価

証券」の注記に含めて開示しております。
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（退職給付関係）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

(定年退職者のみを対象とし、その退職金の50％相当額

を支給)及び退職一時金制度をもうけております。

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

(定年退職者のみを対象とし、その退職金の50％相当額

を支給)及び退職一時金制度をもうけております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務 △1,720,566千円

(2）年金資産 829,022

(3）未積立退職給付債務 △891,544

(4）未認識数理計算上の差異 249,437

(5）貸借対照表計上額純額 △642,106

(6）前払年金費用 86,139

(7）退職給付引当金 △728,245

(1）退職給付債務 △1,662,010千円

(2）年金資産 873,233

(3）未積立退職給付債務 △788,777

(4）未認識数理計算上の差異 130,172

(5）貸借対照表計上額純額 △658,605

(6）前払年金費用 60,871

(7）退職給付引当金 △719,476

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用 109,426千円

(2）利息費用 31,480

(3）期待運用収益 △17,585

(4）数理計算上の差異の費用処理額 40,364

(5）合計 163,685

(1）勤務費用 123,654千円

(2）利息費用 34,411

(3）期待運用収益 △20,725

(4）数理計算上の差異の費用処理額 39,531

(5）合計 176,872

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

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年

(5）過去勤務債務の処理年数 １年

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年

(5）過去勤務債務の処理年数 １年

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第46期
（平成18年３月31日）

第47期
（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内

訳

繰延税金資産  

退職給付関係 331,454千円

賞与引当金繰入超過額 116,837

減損損失 98,426

会員権評価損 47,781

未払事業税 36,452

減価償却超過額 36,225

  

その他 34,712

繰延税金資産小計 701,890

評価性引当額 △146,208

繰延税金資産合計 555,681

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △113,579

繰延税金負債合計 △113,579

繰延税金資産の純額 442,102

繰延税金資産  

退職給付関係 344,851千円

賞与引当金繰入超過額 98,577

減損損失 97,135

会員権評価損 34,659

未払事業税 6,231

減価償却超過額 40,138

貸倒引当金 35,696

その他 63,361

繰延税金資産小計 720,651

評価性引当額 △140,957

繰延税金資産合計 579,693

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △106,540

繰延税金負債合計 △106,540

繰延税金資産の純額 473,153

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

法人住民税均等割額 2.9％

交際費等 1.2

評価性引当額の増減額 △0.7

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等負担率 43.8

法定実効税率 40.6％

（調整）  

法人住民税均等割額 5.3％

交際費等 2.2

評価性引当額の増減額 △0.6

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等負担率 47.0

（持分法損益等）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、非連結子会社を有するのみであり記載する事項は

ありません。

同左

尾家産業株式会社（7481）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 28 －



（関連当事者との取引）

第46期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

３　子会社等

　当社は、非連結子会社として株式会社マルモ・オイエを有しております。しかし、損益計算書項目に係る株式

会社マルモ・オイエとの取引、貸借対照表項目に係る株式会社マルモ・オイエとの取引は、ともに当社の各々の

取引高に比較して重要性に乏しいと判断し、開示いたしておりません。

４　兄弟会社等

　該当事項はありません。

第47期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

３　子会社等

　当社は、非連結子会社として株式会社マルモ・オイエを有しております。しかし、損益計算書項目に係る株式

会社マルモ・オイエとの取引、貸借対照表項目に係る株式会社マルモ・オイエとの取引は、ともに当社の各々の

取引高に比較して重要性に乏しいと判断し、開示いたしておりません。

４　兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
第46期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（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 1,042円35銭 1,065円18銭

１株当たり当期純利益 80円70銭 41円47銭

 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

・損益計算書上の当期純利益

759,792千円

・普通株式に係る当期純利益

746,692千円

・普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

利益処分による役員賞与金

13,100千円

・普通株式の期中平均株式数

9,252,825株

・損益計算書上の当期純利益

383,682千円

・普通株式に係る当期純利益

386,682千円

・普通株式の期中平均株式数

9,252,664株

（重要な後発事象）

第46期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第47期
（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。 該当事項はありません。

５．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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