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（百万円未満切捨て） 
１．19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1) 連結経営成績                                                   （％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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

157,438 ( 5.8) 
148,810 ( 1.0) 

百万円   ％

562  (18.0)
476  (15.4)

百万円   ％

799 (△10.5)
893 (   5.0)

百万円   ％

666 (105.6)
324 (△4.1)

 
 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 

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 

55. 93  
26. 24   

円 銭

―   
―   

％

9.6  
4.9    

％ 

1.3   
1.5     

％

0.4  
0.3    

(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) 連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

62,167      
58,375    

百万円

7,326     
6,706     

％

11.5     
11.5     

円 銭

599. 70  
568. 57  

 (参考)  自己資本     19年３月期  7,158百万円     18年３月期   ―百万円 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期  末  残  高 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

△515    
1,424      

百万円

△891     
△397  

百万円

△55     
△1,515     

百万円

8,100     
9,507  

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間）

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
 
18年３月期 
19年３月期 

円 銭

― 
4．00 

円 銭 

7．00  
7．00  

円 銭

7．00 
11．00 

百万円

82    
131  

％

26.7  
19.7 

％ 

1.3   
1.9  

20年３月期 
（予想） 6．00 6．00  12．00 27.0   

 
３．20年３月期の連結業績予想（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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

83,000 (8.4) 
168,000 (6.7) 

百万円 ％

480 (82.6)
1,030 (83.2)

百万円 ％

550 (35.5)
1,300 (62.6)

百万円 ％ 

220( 49.0) 
530(△20.5) 

円 銭

18. 43 
44. 40 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
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、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

 
(3) 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11,971,350株  18年３月期11,786,000株 
② 期末自己株式数           19年３月期  35,149株  18年３月期  18,468株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38 ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 

（参考）個別業績の概要 
 
１．19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1) 個別経営成績                          （％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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

147,616 (  5.3) 
140,166  (△1.4) 

百万円   ％

640   (27.5)
502  ( 8.2)

百万円   ％

853   ( 3.7)
823   ( 2.3)

百万円   ％

393 (  25.4)
314 (△15.7)

 
 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

 
19年３月期 
18年３月期 

円  銭 

33． 01   
25.  49   

円  銭

― 
―

 
(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

58,265      
55,549      

百万円

6,800     
6,617     

％

11.7    
11.9    

円 銭

569. 70  
561. 20  

 (参考)  自己資本     19年３月期 6,800百万円   18年３月期   ―百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

79,000 (10.1) 
160,000 ( 8.4) 

百万円 ％

400 (29.1)
930 (45.2)

百万円 ％

480 (10.6)
1,200 (40.6)

百万円 ％ 

200 ( ― ) 
500 (27.0) 

円 銭

16. 76 
41. 89

 
 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前
提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」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 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業収益や民間設備投資の増加などに支えられ景気は

拡大傾向を維持し、個人消費も弱含みながら回復基調で推移いたしました。一方、住宅関連業界におき

ましては、住宅ローン金利の上昇に対する懸念等による駆け込み需要などが主な要因となり、新設住宅

着工戸数は堅調に推移いたしました。 

  このような環境の中で当社グループは、地域に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客

適に努めた営業活動に徹し、販売店や工務店に対する営業サポートとして、当社提携リフォームローン

の開発やプランニングボード等の営業支援ツール作成サービスの提供などに注力したほか、プレカット

製品の拡販、施工付き販売の拡大などを推進してまいりました。また、業務の効率化、合理化を目的と

して、支払業務を始めとする事務フローの集約化、統一化を図る一方で、東京都におけるマンションリ

フォーム需要に幅広く対応していくため、平成18年７月に同事業を専門的に取扱うウェルテック株式会

社（東京都港区）を設立したほか、平成19年１月には株式会社仙建（宮城県仙台市）の全株式を取得し

子会社とするなど、当社グループの競争力強化及び事業規模の拡大を図ってまいりました。 

  なお、当社グループは、社会の持続的な発展に貢献するため、「ジューテックグループ環境方針」に

則り、環境に配慮した事業活動を行うことを重要な課題のひとつとしており、その活動の一環として平

成18年11月に関係会社５社を含むジューテックグループとしてISO14001認証を取得いたしました。 

  その結果、当連結会計年度の売上高は157,438百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益562百万円（前

年同期比18.0％増）、経常利益799百万円（前年同期比10.5％減）となり、当期純利益は666百万円（前

年同期比105.6％増）となりました。 

事業別の業績といたしましては、当社グループの主な事業であります卸売事業は、原材料費の高騰な

どに伴う素材商品等の価格上昇などの不安定要素もありましたが、合板及びその二次製品である床材等

の品不足に対する戦略的な仕入や環境に配慮した商品の積極的な販売などにより、概ね売上高は順調に

推移し、その他の事業につきましても、売上高は概ね順調な結果となりました。 

② 次期の見通し 

今後の経営環境につきましては、引き続き堅調な企業業績に支えられ雇用環境も増勢を持続し、個人

消費も上向きに推移していくと思われます。当住宅関連業界におきましても、３大都市圏の地価上昇等

による住宅価格の上昇などにより、注文戸建の大幅な需要増加は期待し難い一方で、マンションや戸建

分譲は高水準で推移すると思われ、リフォーム需要などを含めた住宅事業全般としては堅調に推移する

ものと思われます。 

このような環境の中で当社グループは、引き続き顧客 適の営業に徹し、地域に密着した販売店・工

務店に対し深耕を図るとともに、内部統制システムの構築などに注力し、グループ全体として更なる合

理化・効率化を追求し、収益力の強化に努めてまいります。 

次期の連結業績見通しといたしましては、売上高168,000百万円、経常利益1,300百万円、当期純利益

530百万円を見込んでおります。 
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(2) 財政状況に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比して3,791百万円増加の62,167百万円と

なりました。これは主として、受取手形及び売掛金が3,641百万円及び固定資産が543百万円それぞれ増

加となった一方で、現金及び預金が1,360百万円の減少となったことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して3,325百万円増加の54,841百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が3,373百万円増加となったことによるものであります。 

純資産については7,326百万円となり、自己資本比率は11.5％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して1,407百万円減少し、8,100百万円となりました。 

当連結会計年度末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。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、資金は515百万円の減少(前年同期は1,424百万円の増加)となりました。 

これは主として、当連結会計年度末日が金融機関休業日であったことなどにより、売上債権が3,880

百万円増加した一方で、仕入債務が3,181百万円増加したことによるものであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、資金は891百万円の減少(前年同期は397百万円の減少)となりました。 

これは主として、有形固定資産の取得による支出が601百万円及びシステム開発に伴う無形固定資

産の取得による支出が243百万円あったことによるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金は55百万円の減少(前年同期は1,515百万円の減少)となりました。 

これは主として、長期借入金による収入が600百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出

が762百万円あったことによるものであります。 

   なお、キャッシュ・フロー関連指標は、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（％） 9.2 10.7 11.0 11.5 11.5 

時価ベースの自己資本比率 
（％） 

6.2 8.9 7.2 7.8 7.0 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率（％） 

― 2.0 6.1 6.9 ― 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

― 24.7 10.0 8.0 ― 

※ 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．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ２．株式時価総額は期末時価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
  ３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 
  ４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
  ５．利払いにつきましては、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。 
  ６．平成15年３月期及び平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策の一つとして位置付け、将来にわたる

安定配当の維持と、それを実現させるために当社グループ全体の安定成長を目指しております。株主の

皆様に対する配当につきましては、経営活動の成果を明確な形で還元するため、連結業績に応じ配当性

向25％を目安に実施していくことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、財

務体質の強化及び当社グループ全体における事業拡大に備えるものであります。 

  当期の配当金につきましては、個別業績も勘案し、当初予想より３円00銭増配の年間11円00銭（中間

配当４円00銭（実績）、期末配当７円00銭）といたしたく、平成19年６月28日開催予定の第56回定時株

主総会に付議する予定であります。 

  また、次期の配当金につきましては１株当たり年間12円00銭を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

  当社グループの経営成績等に関する事項のうち、投資家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。 

 

① 当社の属する業界について 

当社グループは主たる業務として、合板、建材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の卸売を行っておりま

す。当社の取扱商品の品目は多岐にわたっておりますが、その大半が住宅関連資材であり、それら商品

の販売は、住宅市場や住宅関連業界の動向に左右されるため、国内経済の停滞などにより、住宅需要が

低迷した場合には、当社グループの売上高に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 貸倒れリスクについて 

  当社グループの販売先は、日本各地における建材販売店、工務店や建築関連業者が主であります。各

販売先に対してはそれぞれ与信枠を設け管理し、その与信金額については、決算書類の入手、ヒアリン

グによる情報入手、営業担当者による定期訪問、当社以外の取引先の評価等をもとに経営状況を把握し

設定しております。しかしながら、突発的な不良債権の発生等により販売先の経営状況が悪化した場合、

貸倒れが発生する可能性があります。 

 

③ 相場変動及び為替変動の影響について 

当社グループの取扱商品の一部には合板等の相場変動商品があり、通常売買であれば仕入価格は販売

価格に反映され、相場変動の影響を受け難い構造となっておりますが、急激な相場の変動によって価格

転嫁できない場合や、一時在庫となり販売まで時間がかかる場合等、相場変動の影響を受ける可能性が

あります。また、当社グループの仕入商品は国内取引が大部分であり、一部輸入取引に対しては先物為

替予約を行ない、為替変動に対応しておりますが、急激な為替変動等の市場の変化によっては、当社グ

ループの収益性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 

当社グループは、当社、連結子会社８社及び非連結子会社１社の計10社で構成されております。主た

る業務として合板、建材、住宅設備機器の国内における卸売を行っているほか、ＤＩＹ商品の卸売業（株

式会社ジューテックリブ）、一般貨物の運送業・自動車リース業（株式会社JUTEC物流）、空調設備機器

の設計施工及び販売（株式会社ジューテック空調）、合板・建材・住設機器等の販売（株式会社イシモ

ク、株式会社住まいるテック、株式会社ジューテック秋田、株式会社仙建）、マンションリフォーム業

（ウェルテック株式会社）を営んでおります。 

なお、ウェルテック株式会社（平成18年７月７日設立）並びに株式会社仙建（平成19年１月１日全株

式取得）につきましては、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めております。 

  平成19年３月31日現在の当社と子会社の事業における関係は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商取引関係 

資本関係 

（その他の関係会社）
㈲足立興産 
不動産の賃貸等

議決権比率 
18.65％

商
社 

商品の仕入 

 合板、建材、

 住設機器の 

 販売 

建
材
・
材
木
販
売
店
、 

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
、
ゼ
ネ
コ
ン 

工
務
店
・
住
宅
会
社 

 

 

 

 

（当社） 

(株)ジューテック 

(連結子会社) 
㈱JUTEC物流 
 一般貨物運送・自動車リース業
㈱ジューテック空調 
 空調機器の設計施工・販売等 
㈱ジューテックリブ 
 DIY商品の卸売等 
㈱住まいるテック、㈱イシモク、
㈱ジューテック秋田、㈱仙建 
 合板・建材・住設機器等の販売
ウェルテック㈱ 
 マンションリフォーム業 
 
(非連結子会社) 
ジェイライフサポート㈱ 
 保険代理店業務等 

建材等の売買 

住宅建築の請負 
DIY商品等の販売 

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー 

国
内
メ
ー
カ
ー 

 - 6 -



 

 

 

株式会社ジューテック（2682） 平成19年３月期決算短信 

 関係会社の状況 

 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

関係内容 

(連結子会社)    

㈱JUTEC物流 横浜市都筑区 21
運送業 
自動車リース業 

73.81
( ― )

―
商品配送の委託等 
役員の兼任 ３名 

㈱ジューテック空調 横浜市都筑区 20 空調機器の設計･施工
94.50
( ― )

―
工事の外注等 
資金の貸付 
役員の兼任 ３名 

㈱住まいるテック 岐阜県土岐市 10
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱ジューテックリブ 名古屋市中区 80 DIY商品の卸売業 
51.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

㈱イシモク 石川県金沢市 50
合板・建材・住設機器・
アルミサッシ等の販売

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱ジューテック秋田 秋田県秋田市 10
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

ウェルテック㈱ 東京都港区 50
マンション 
リフォーム業 

100.00
( ― )

― 役員の兼任 １名 

㈱仙建 仙台市宮城野区 50
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

― 商品の売買 

(その他の関係会社)    

㈲足立興産 東京都港区 59 不動産賃貸業 ― 18.65 役員の兼任 １名 

(注)１ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 
  ２ 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。 
  ３ 特定子会社に該当する会社はありません。 
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３ 経営方針 

(1) 当社グループの経営の基本方針 

  当社グループは、住宅関連業界において、「スペシャル・ワン」として独自の強みを持つ企業である

こと、「消費者・生活者」の視点に立ってビジネスに取り組むことを経営の基本方針とし、常に顧客

適に徹した営業活動を行い、事業の発展と経営の安定を実現するために、Ｍ＆Ａやアライアンスを推進

するとともに、業務の合理化・効率化に努めてまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

   当社グループは、財務体質の強化及び株主価値重視の観点から、経常利益率及びＲＯＥ(株主資本利

益率)を目標とする指標として重視しております。また、これらの指標を常に意識しながら効率経営に

徹し、具体的には下記数値を中期的な目標としております。 

    ・経常利益率        １％ 

    ・ＲＯＥ(株主資本利益率)  ８％ 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、基本方針である「スペシャル・ワン」としての独自の強みをもつ企業であるために、

消費者との接点拡大を目指し、メーカー及び建材販売店とタイアップしたショールーム相談会等を各地

において開催し、地域に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客 適に努めた営業活動を展

開していきます。また、当社オリジナル商品の開発などを推進する一方で、営業支援ツールの提供や、

法制面、税制面の動向等に関する情報提供などきめ細かいサービスに努めることにより、販売店及び工

務店に対する営業サポートの強化を図ってまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社グループは、経営基盤の強化と業績の向上を図るため、従来からの業務提携先である株式会社ク

ワザワ、越智産業株式会社とで構成しております「ネストグループ」としての活動強化をはじめとして、

営業基盤拡充のためＭ＆Ａやアライアンスを積極的に推進してまいります。また、事業再編の一環とし

て平成19年４月１日付で子会社より譲受けましたＤＩＹ事業について、当社の全国的なネットワークを

利用し当事業の拡大を図る一方で、社員教育や規程・マニュアルなどの改訂等を実施し内部統制機能の

整備・強化を推進し、金融商品取引法への対応やＩＲ活動の拡充などに対する体制の構築に努めてまい

ります。

 

 (5) 内部管理体制の整備・運用 

  内部管理体制の整備・運用状況につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10

条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な

考え方及びその整備状況」において記載しております。 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 
 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減

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)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  9,521 8,160  

２ 受取手形及び売掛金 ※５ 29,723 33,364  

３ たな卸資産  2,927 3,364  

４ 繰延税金資産  677 626  

５ その他  2,985 3,637  

貸倒引当金  △1,063 △1,118  

流動資産合計  44,771 76.7 48,036 77.3 3,265

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※３ 4,302 4,186   

減価償却累計額  2,371 1,931 2,311 1,875  

(2) 機械装置及び運搬具  524 454   

減価償却累計額  396 128 367 87  

(3) 土地 ※３ 7,757 8,273  

(4) その他  311 323   

減価償却累計額  274 36 271 52  

有形固定資産合計  9,854 16.9 10,287 16.5 433

２ 無形固定資産  453 0.8 473 0.8 19

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※２ 1,793 1,711  

(2) 長期貸付金  102 107  

(3) 破産債権、更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 646 513  

(4) 繰延税金資産  43 167  

(5) その他  1,297 1,352  

貸倒引当金  △605 △484  

投資その他の資産合計  3,276 5.6 3,367 5.4 90

固定資産合計  13,584 23.3 14,128 22.7 543

Ⅲ 繰延資産    

１ 社債発行費  19 2  

繰延資産合計  19 0.0 2 0.0 △16

資産合計  58,375 100.0 62,167 100.0 3,791
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減

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)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※５ 38,485 41,858  

２ １年内償還予定社債  ― 300  

３ 短期借入金 ※３ 1,855 2,100  

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

※３ 744 597  

５ 未払法人税等  394 441  

６ 賞与引当金  429 446  

７ 役員賞与引当金  ― 20  

８ その他  1,092 1,004  

流動負債合計  43,000 73.6 46,768 75.2 3,767

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  3,000 2,700  

２ 長期借入金 ※３ 4,164 4,253  

３ 繰延税金負債  249 ―  

４ 役員退職慰労引当金  234 252  

５ その他の引当金  37 81  

６ 連結調整勘定  30 ―  

７ 負ののれん  ― 3  

８ その他  799 781  

固定負債合計  8,515 14.6 8,072 13.0 △442

負債合計  51,515 88.2 54,841 88.2 3,325

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  153 0.3 ― ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  850 1.5 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金  224 0.4 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金  5,373 9.2 ― ― ―

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 264 0.4 ― ― ―

Ⅴ 自己株式 ※１ △6 △0.0 ― ― ―

資本合計  6,706 11.5 ― ― ―

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

 58,375 100.0 ― ― ―
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減

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)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 850 1.3 ―

２ 資本剰余金  ― ― 294 0.5 ―

３ 利益剰余金  ― ― 5,895 9.5 ―

４ 自己株式  ― ― △13 △0.0 ―

株主資本合計  ― ― 7,026 11.3 ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

 ― ― 137 0.2 ―

２ 繰延ヘッジ損益  ― ― △5 △0.0 ―

評価・換算差額等合計  ― ― 131 0.2 ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 168 0.3 ―

純資産合計  ― ― 7,326 11.8 ―

負債純資産合計  ― ― 62,167 100.0 ―
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

比較増減

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)

Ⅰ 売上高  148,810 100.0 157,438 100.0 8,627

Ⅱ 売上原価  137,046 92.1 144,869 92.0 7,823

売上総利益  11,764 7.9 12,568 8.0 804

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 運賃荷造費  1,817 1,645   

２ 貸倒引当金繰入額  184 201   

３ 給料手当  3,430 3,658   

４ 賞与引当金繰入額  420 439   

５ 役員賞与引当金繰入額  ― 20   

６ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 28 30   

７ 退職給付費用  248 281   

８ 賃借料  948 1,000   

９ 減価償却費  164 246   

10 その他  4,045 11,287 7.6 4,482 12,006 7.6 718

営業利益  476 0.3 562 0.4 85

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  15 20   

２ 受取配当金  23 30   

３ 連結調整勘定償却額  36 ―   

４ 負ののれん償却額  ― 46   

５ 仕入割引  455 477   

６ 投資有価証券売却益  98 10   

７ 賃貸収入  160 144   

８ 雑収入  145 935 0.6 72 803 0.5 △132

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  177 166   

２ 社債発行費償却  16 16   

３ 手形売却損  51 95   

４ 売上割引  238 259   

５ 雑損失  35 518 0.3 27 565 0.4 47

経常利益  893 0.6 799 0.5 △93
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前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

比較増減

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)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 27 30   

２ 償却債権取立益  3 1   

３ 役員退職慰労引当金 
戻入益 

 ― 35   

４ 移転補償金  ― 30 0.0 621 688 0.4 657

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 14 136   

２ 固定資産売却損 ※３ 0 0   

３ 土地浄化費用  41 ―   

４ たな卸資産評価損等  ― 247   

５ のれん償却額  ― 27   

６ 瑕疵補修損失  ― 55 0.0 52 463 0.3 408

税金等調整前 
当期純利益 

 868 0.6 1,024 0.6 155

法人税、住民税 
及び事業税 

 498 569   

法人税等調整額  24 522 0.4 △229 340 0.2 △182

少数株主利益  21 0.0 17 0.0 △4

当期純利益  324 0.2 666 0.4 342
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(3) 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  224

Ⅱ 資本剰余金期末残高  224

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,150

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  当期純利益  324 324

Ⅲ 利益剰余金減少高  

   配当金  82

  役員賞与  18 100

Ⅳ 利益剰余金期末残高  5,373
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(4) 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 5,373 △6 6,441

連結会計年度中の変動額  

 合併による増加 69 △0 68

 自己株式の取得 △5 △5

 剰余金の配当 (注) △130  △130

 剰余金の配当  

 役員賞与 (注) △15  △15

 当期純利益 666  666

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― 69 521 △6 584

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 5,895 △13 7,026

 

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 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 264 ― 264 153 6,859

連結会計年度中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △130

 剰余金の配当  

 役員賞与 (注)  △15

 当期純利益  666

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△127 △5 △132 14 △117

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△127 △5 △132 14 466

平成19年３月31日残高(百万円) 137 △5 131 168 7,326

(注)平成18年６月開催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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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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    

１ 税金等調整前当期純利益  868 1,024 

２ 減価償却費  263 312 

３ 連結調整勘定償却額  △36 ― 

４ のれん償却額  ― △14 

５ 貸倒引当金の増減額(△は減少)  △23 △83 

６ 賞与引当金の増減額(△は減少)  △5 14 

７ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  23 △13 

８ 受取利息及び受取配当金  △39 △51 

９ 仕入割引  △455 △477 

10 支払利息及び手形売却損  228 262 

11 売上割引  238 259 

12 有形固定資産売却益  △27 △30 

13 有形固定資産除却損  11 74 

14 投資有価証券売却益  △98 △10 

15 移転補償金  ― △621 

16 売上債権の増減額(△は増加)  △327 △3,880 

17 たな卸資産の増減額(△は増加)  352 △390 

18 未収入金の増減額(△は増加)  △7 △463 

19 仕入債務の増減額(△は減少)  927 3,181 

20 未払消費税等の増減額(△は減少)  △8 △1 

21 役員賞与  △19 △16 

22 その他  △267 252 

小計  1,598 △673 

23 利息及び配当金の受取額  39 50 

24 仕入割引の受取額  289 257 

25 移転補償金の受取額  ― 663 

26 移転関連費用の支払額  ― △41 

27 利息及び手形売却損の支払額  △222 △265 

28 法人税等の支払額  △281 △506 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,424 △515 
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前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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    

１ 有形固定資産の取得による支出  △162 △601 

２ 有形固定資産の売却による収入  53 86 

３ 無形固定資産の取得による支出  △232 △243 

４ 投資有価証券の取得による支出  △271 △96 

５ 投資有価証券の売却による収入  146 17 

６ 新規連結子会社の取得による収入 ※２ 20 ― 

７ 新規連結子会社の取得による支出 ※２ ― △62 

８ 貸付による支出  △114 △70 

９ 貸付金の回収による収入  148 118 

10 敷金保証金の支出  △25 △49 

11 敷金保証金の回収による収入  64 22 

12 その他  △24 △12 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △397 △891 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △1,891 245 

２ 長期借入れによる収入  900 600 

３ 長期借入金の返済による支出  △432 △762 

４ 社債発行による収入  492 ― 

５ 社債の償還による支出  △500 ― 

６ 配当金の支払額  △82 △130 

７ 少数株主への配当金の支払額  △1 △2 

８ 自己株式の取得による支出  △1 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,515 △55 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)  △488 △1,462 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,996 9,507 

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 54 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,507 8,100 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 連結子会社の数 ６社 

 ㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテッ

ク空調、㈱住まいるテック、㈱ジュ

ーテックリブ、㈱イシモク、㈱ジュ

ーテック秋田 

 上記のうち、㈱ジューテック秋田

については、当連結会計年度におい

て子会社となったため、新たに連結

の範囲に含めております。 

連結子会社の数 ８社 

 ㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテッ

ク空調、㈱住まいるテック、㈱ジュ

ーテックリブ、㈱イシモク、㈱ジュ

ーテック秋田、ウェルテック㈱、㈱

仙建 

 上記のうち、ウェルテック㈱及び

㈱仙建については、当連結会計年度

において子会社となったため、新た

に連結の範囲に含めております。 

 

２ 会計処理基準に関する事 

項 

  

 (1) 重要な引当金の計上基

準 

――――― 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き、当連結会計年度に見合う分を計

上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて営

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20百万円減

少しております。 

     

 なお、上記の１連結の範囲に関する事項(1)連結子会社の数及び２会計処理基準に関する事項(1)重要な引当金の

計上基準以外は、 近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略いたします。 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

7,163百万円であります。 

  

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正） 

 当連結会計年度から改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２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。 
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(8) 表示方法の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― （連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「負のの

れん」と表示しております。 

  

 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「負ののれん償却額」と表示しております。 

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」と表示しております。 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 自己株式の保有 

  連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。 

普通株式 18,468株

  なお、当期末における発行済株式総数は、普通株式

11,786,000株であります。 

 

※１        ――――― 

 

 

※２ 非連結子会社及び関連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 10百万円

 
 

※２ 非連結子会社及び関連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 10百万円
 

※３ 担保に供している資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物及び構築物 65百万円

土地 1,409百万円

計 1,475百万円

 

  上記に対応する債務 

短期借入金 200百万円

１年内返済予定長期借入金 207百万円

長期借入金 813百万円

計 1,220百万円

 
 

※３        ――――― 

 ４        ―――――  ４ 受取手形裏書譲渡残高は、272百万円であります。

 

※５        ――――― ※５ 当連結会計年度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を行っておりま

す。なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日で

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連

結会計年度末残高に含まれております。 

 受取手形 502百万円

支払手形 247百万円
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産売却益は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 27百万円
 

※１ 固定資産売却益は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 26百万円

その他 0百万円

計 30百万円

 
 

※２ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

その他 2百万円

解体費用 5百万円

計 14百万円

 

※３ 固定資産売却損は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

 
 

※２ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 72百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他 1百万円

解体費用 62百万円

計 136百万円

 

※３ 固定資産売却損は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 0百万円

計 0百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 11,786,000 185,350 ― 11,971,350
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 日本バリュー株式会社との合併に伴う新株発行による増加 185,350株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 18,468 16,681 ― 35,149
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 16,681株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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 82 7 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 47 4 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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６月28日 
定時株主総会予定日 

普通株式 83 利益剰余金 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

現金及び預金 9,521百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △14百万円

現金及び現金同等物の期末残高 9,507百万円

 
 

※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 

現金及び預金 8,160百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60百万円

現金及び現金同等物の期末残高 8,100百万円

 
 

※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㈱ジューテック秋田を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳、当該子会社株式の取得価額及び取得による

収入(純額)との関係は次のとおりであります。 

流動資産 189百万円

固定資産 6百万円

連結調整勘定 21百万円

流動負債 △183百万円

固定負債 △4百万円

新規連結子会社の取得価額 30百万円

新規連結子会社の現金及び 
現金同等物 

50百万円

差引：新規連結子会社取得 
による収入 

20百万円

  

※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㈱仙建を連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳、当該子

会社株式の取得価額及び取得による支出(純額)と

の関係は次のとおりであります。 

流動資産 362百万円

固定資産 255百万円

のれん 62百万円

流動負債 △440百万円

固定負債 △144百万円

新規連結子会社の取得価額 95百万円

新規連結子会社の現金及び 
現金同等物 

32百万円

差引：新規連結子会社取得 
による支出 

62百万円
 

３        ――――― ３ 重要な非資金取引の内容 

   当連結会計年度に合併した日本バリュー㈱より

引き継いだ資産及び負債の内容は次のとおりであ

ります。また、合併により増加した資本準備金は

69百万円であります。なお、資本金の増加はあり

ません。 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円
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(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17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成

18年４月１日 至 平成19年３月31日)において、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「卸売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、

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17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成

18年４月１日 至 平成19年３月31日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社

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17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成

18年４月１日 至 平成19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。 
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(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成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 

(借主側) 

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 

(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 

(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 
(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)

建物及び 
構築物 

7 1 5

機械装置 
及び運搬具 

41 17 24

有形固定資産 
その他 
(工具、器具 
及び備品) 

461 336 125

無形固定資産 
その他 
(ソフトウェア) 

341 207 134

合計 852 563 289

 

 
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)

建物及び 
構築物 

7 3 4

機械装置 
及び運搬具 

41 17 23

有形固定資産 
その他 
(工具、器具 
及び備品) 

460 174 286

無形固定資産 
その他 
(ソフトウェア)

456 165 291

合計 966 360 605

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 99百万円

１年超 194百万円

合計 294百万円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 174百万円

１年超 438百万円

合計 613百万円

  

(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 146百万円

減価償却費相当額 138百万円

支払利息相当額 6百万円

  

(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 166百万円

減価償却費相当額 157百万円

支払利息相当額 11百万円

  

(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 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

 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。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (貸主側)  (貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高 

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高 

 
取得価額
 (百万円) 

減価償却 
累計額 

 (百万円) 

期末残高
 (百万円)

機械装置 
及び運搬具 

19 14 5

合計 19 14 5

  

 
取得価額
 (百万円)

減価償却 
累計額 

 (百万円) 

期末残高
 (百万円)

機械装置 
及び運搬具 

13 10 2

合計 13 10 2

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 6百万円

１年超 6百万円

合計 12百万円

 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額が

営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受

取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 4百万円

１年超 1百万円

合計 6百万円

 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額が

営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受

取利子込み法により算定しております。 

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 13百万円

減価償却費 4百万円

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 6百万円

減価償却費 1百万円

  

２．オペレーティング・リース 

(借主側) 

未経過リース料 

１年以内 3百万円

１年超 12百万円

合計 16百万円
  

２．オペレーティング・リース 

(借主側) 

未経過リース料 

１年以内 3百万円

１年超 8百万円

合計 12百万円
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 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)

前受収益 2不動産の
賃貸 

27 
預り保証金 10

前払費用 2不動産の
賃借 

4 
差入保証金 3

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 

㈱リッケン 
(注1、2) 

東京都 
港区 

100 不動産業 ― ― ― 

資金の貸付 ― 長期貸付金 18

商品の 
販売 

26 売掛金 1

買掛金 4
― ― 

当社取締役 
（㈱クワザワ 
代表取締役社長）

― ― ― 

商品の 
仕入 

40 
支払手形 6

役員及び 
近親者 

桑澤嘉英 
(注3) 

― ― 
当社取締役 

（山光運輸㈱ 
代表取締役会長）

― ― ― 
リース料
の支払 

25 ― ―

商品の 
販売 

1 売掛金 0

買掛金 10

役員及び 
近親者 

越智通広 
(注4) 

― ― 
当社取締役 

（越智産業㈱ 
代表取締役社長）

― ― ― 

商品の 
仕入 

95 
支払手形 35

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １  当社取締役栗山勝浩の近親者が、議決権の87％を所有しております。 

２ 不動産賃貸借の賃料および入金条件については、近隣相場を勘案の上、一般的賃貸条件と同一の価格、

条件によっており、資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３ 当社取締役桑澤嘉英との取引は、株式会社クワザワ及びその子会社である山光運輸株式会社の代表取締

役として行った取引であり、価格等は一般の取引条件によっております。 

４ 当社取締役越智通広との取引は、越智産業株式会社の代表取締役として行った取引であり、価格等は一

般の取引条件によっております。 

５ 取引金額には消費税等は含まず、科目の期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
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当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 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)

前受収益 1不動産の
賃貸 

25 
預り保証金 10

前払費用 2不動産の
賃借 

4 
差入保証金 3

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 

㈱リッケン 
(注1、2) 

東京都 
港区 

100 不動産業 ― ― ― 

資金の貸付 ― 長期貸付金 10

商品の 
販売 

21 売掛金 3

買掛金 3
― ― 

当社取締役 
（㈱クワザワ 
代表取締役社長）

― ― ― 

商品の 
仕入 

40 
支払手形 5

役員及び 
近親者 

桑澤嘉英 
(注3) 

― ― 
当社取締役 

（山光運輸㈱ 
代表取締役会長）

― ― ― 
リース料
の支払 

21 ― ―

商品の 
販売 

4 売掛金 0

買掛金 13

役員及び 
近親者 

越智通広 
(注4) 

― ― 
当社取締役 

（越智産業㈱ 
代表取締役社長）

― ― ― 

商品の 
仕入 

91 
支払手形 30

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １  当社取締役栗山勝浩の近親者が、議決権の87％を所有しております。 

２ 不動産賃貸借の賃料および入金条件については、近隣相場を勘案の上、一般的賃貸条件と同一の価格、

条件によっており、資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３ 当社取締役桑澤嘉英との取引は、株式会社クワザワ及びその子会社である山光運輸株式会社の代表取締

役として行った取引であり、価格等は一般の取引条件によっております。 

４ 当社取締役越智通広との取引は、越智産業株式会社の代表取締役として行った取引であり、価格等は一

般の取引条件によっております。 

５ 取引金額には消費税等は含まず、科目の期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
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(税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成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 

  (繰延税金資産) 

  貸倒引当金繰入超過額 504百万円

  賞与引当金繰入超過額 174百万円

  退職給付費用損金不算入額 130百万円

  役員退職慰労引当金 
  損金不算入額 

95百万円

  固定資産減損 51百万円

  たな卸資産評価損 50百万円

  税務上の繰越欠損金 135百万円

  未払事業税 45百万円

  その他 82百万円

   繰延税金資産小計 1,270百万円

   評価性引当額 △384百万円

   繰延税金資産合計 885百万円

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 156百万円

  特別償却準備金 0百万円

  土地評価益 83百万円

  その他有価証券評価差額金 171百万円

   その他 0百万円

   繰延税金負債合計 413百万円

   繰延税金資産の純額 471百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産) 

  貸倒引当金繰入超過額 465百万円

  賞与引当金繰入超過額 181百万円

  退職給付費用損金不算入額 114百万円

  役員退職慰労引当金 
  損金不算入額 

102百万円

  固定資産減損 51百万円

  たな卸資産評価損 110百万円

  土地評価損 146百万円

  税務上の繰越欠損金 200百万円

  未払事業税 33百万円

  その他 88百万円

   繰延税金資産小計 1,493百万円

   評価性引当額 △337百万円

   繰延税金資産合計 1,156百万円

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 156百万円

  土地評価益 118百万円

  その他有価証券評価差額金 85百万円

   その他 0百万円

   繰延税金負債合計 361百万円

   繰延税金資産の純額 794百万円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.69％

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 

9.31 

   受取配当金等永久に益金に 
   算入されない項目 

△0.57 

   住民税均等割等 4.08 

   ＩＴ投資促進税制税額控除 △4.09 

   過年度法人税等 4.84 

   評価性引当額の増減 9.00 

   連結調整勘定償却額 △1.70 

   その他 △1.40 

  税効果会計適用後の 
  法人税等負担率 

60.16％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.69％

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 

6.52 

   受取配当金等永久に益金に 
   算入されない項目 

△0.63 

   住民税均等割等 3.54 

   評価性引当額の増減 △16.36 

   のれん償却額 △0.72 

   その他 △0.11 

  税効果会計適用後の 
  法人税等負担率 

32.93％
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(有価証券関係) 

前連結会計年度 (平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   (1)株式 959 1,404 444

   (2)債券 ― ― ―

      (3)その他 ― ― ―

小計 959 1,404 444

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

   (1)株式 254 246 △8

   (2)債券 ― ― ―

      (3)その他 ― ― ―

小計 254 246 △8

合計 1,214 1,650 436

 (1) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合にはす
べて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性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 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

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) 

147 98 ―

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 

  社債 4

  非上場株式 128

子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式 10

合計 142

 

４ 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連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     

 社債 4 ― ― ― 

合計 4 ― ― ― 
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当連結会計年度 (平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

   (1)株式 1,079 1,353 273

   (2)債券 ― ― ―

      (3)その他 ― ― ―

小計 1,079 1,353 273

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

   (1)株式 299 249 △49

   (2)債券 ― ― ―

      (3)その他 ― ― ―

小計 299 249 △49

合計 1,379 1,603 224

 (1) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合にはす
べて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性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 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

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) 

16 10 ―

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 

  社債 4

  非上場株式 94

子会社株式及び関連会社株式 

  子会社株式 10

合計 108

 

４ 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連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     

 社債 ― 4 ― ― 

合計 ― 4 ― ― 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(1) 取引の内容 

  主として親会社は、金利又は通貨に係るデリバティ

ブ取引について、①借入金に係る金利スワップ取引、

②外貨建営業債務に係る為替予約取引に限定し実施す

ることとしています。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  主として親会社は、デリバティブ取引を行う場合に

は、実需に伴う取引に限定し実施することとしてお

り、売買益を目的とした投機的な取引は一切行わない

方針としております。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 利用目的 

  主として親会社は、将来の取引市場での金利及び為

替の相場変動に伴うリスクの軽減、または借入金の支

払金利の軽減を目的に、金利及び通貨に係るデリバテ

ィブ取引を利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

  ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    たな卸資産(商品)の購入に係る外貨建営業債務を

対象とする為替予約取引、借入金を対象とする金利

スワップ取引を実施しております。 

 ③ヘッジ方針 

    将来の取引市場での金利及び為替の相場変動に伴

うリスクの軽減、または、借入金の支払金利の軽減

を目的に、実需に伴う取引に限定してヘッジを実施

しております。 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

    原則として、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累

計とを比較し、当初予定したキャッシュ・フローが

確保されたか否かを検証することでヘッジの有効性

を確認しております。 

(3) 利用目的 

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 

同左 

 

 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  主として親会社は、借入金に係る支払金利の固定化

及び外貨建営業債務に係る為替リスクヘッジを目的と

してデリバティブ取引を実施していることから、これ

らが経営に与えるリスクは限定的なものと判断してお

ります。 

  また、主として親会社は、取引相手先の倒産等によ

り契約不履行に陥る信用リスクも有しております。但

し、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高

い国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと認識しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  主として親会社におけるデリバティブ取引は、取引

方針等を経営会議、取締役会で審議した上で、決定さ

れた範囲内で財務経理部長の決裁により取引を実行し

ており、あわせて取引残高、損益状況について、経営

会議、取締役会に定期的に報告することとしておりま

す。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１．通貨関連 

種類 
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) 

オプション取引     

売 建     

 プット(ＵＳＤ) 305 164 △8 56

  

買 建  

 コール(ＵＳＤ) 305 164 0 △3

  

合計 ― ― △7 53

(注)１ 時価の算定方式については、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 上記取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 
    ３ 上記以外のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象外としておりま

す。 

 

当連結会計年度(平成19年３月31日) 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成17年４月1日 至 平成18年３月31日) 

 

１  採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、調整年金として東京都合板厚生年金基金に加入して

おります。東京都合板厚生年金基金は、総合設立型厚生年金基金であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に算定できないため当該厚生年金基金への拠出額を退職給付費用として処理する方法を採用しており

ます。なお、当該厚生年金基金の掛金拠出割合により算定した年金資産見積額は、2,694百万円であります。 

また、連結子会社のうち４社は中小企業退職金共済制度に加入しており、３社は退職一時金制度を採用して

おります。 

 

２  退職給付債務に関する事項 

 

①   退職給付債務 (注)１ 60百万円 

②  年金資産 22百万円 

③   退職給付引当金 (注)２ 37百万円 

 (注)１ 連結子会社の退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採用しております。 

     ２ 連結貸借対照表においては、固定負債「その他の引当金」として表記しております。 

 

３ 退職給付費用の内訳 

①   勤務費用  18百万円 

 小計 18百万円 

②   確定拠出型年金制度への掛金支払額 64百万円 

③   厚生年金基金への拠出額 165百万円 

④   退職給付費用(①＋②＋③) 248百万円 

  

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

連結子会社の退職給付費用の算定にあたっては、簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。 
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当連結会計年度(自 平成18年４月1日 至 平成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、確定拠出年金制度を採用しております。また、調整年金として東京都合板厚生年金基金に加入して

おります。東京都合板厚生年金基金は、総合設立型厚生年金基金であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に算定できないため当該厚生年金基金への拠出額を退職給付費用として処理する方法を採用しており

ます。なお、当該厚生年金基金の掛金拠出割合により算定した年金資産見積額は、2,983百万円であります。 

また、連結子会社のうち５社は中小企業退職金共済制度に加入し、かつ退職一時金制度を採用しております。 

 

２  退職給付債務に関する事項 

 

①   退職給付債務 (注)１ 128百万円 

②  年金資産 47百万円 

③   退職給付引当金 (注)２ 81百万円 

 (注)１ 連結子会社の退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採用しております。 

     ２ 連結貸借対照表においては、固定負債「その他の引当金」として表記しております。 

 

３ 退職給付費用の内訳 

①   勤務費用  41百万円 

②  過去勤務債務の費用処理額 8百万円 

 小計 50百万円 

③   確定拠出型年金制度への掛金支払額 63百万円 

④   厚生年金基金への拠出額 167百万円 

⑤   退職給付費用(①＋②＋③＋④) 281百万円 

  

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

連結子会社の退職給付費用の算定にあたっては、簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。 
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(企業結合等関係) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 企業結合の概要 
  (1) 被取得企業の名称     日本バリュー株式会社 
  (2) 被取得企業の事業の内容  不動産の管理及び仲介業、有価証券の保有 
  (3) 企業結合を行った主な理由 当社の株主構成の明瞭化を図るため 
  (4) 企業結合日        平成18年５月１日 
  (5) 企業結合の法的形式    合併 
  (6) 結合後の名称       株式会社ジューテック 
  (7) 取得した議決権      100.00％ 
 
２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 
  平成18年５月１日から平成19年３月31日まで 
 
３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 
  取得の対価 

当社株式 69百万円 
取得原価 69百万円 

 
４ 合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数 
  (1) 合併比率  １：655 

(2) 合併比率の算定方法 
    当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュー株式会社は時価純資産価額法により株式価値

を算定し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しております。 
(3) 交付した株式数 

     合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株
式2,022,000株については、自己株式とした上で同社の株主に交付すべき新株式に代用し、残りの
185,350株については、新たに株式を発行して割り当てております。 

    なお、取得原価につきましては、合併公表日直前の時価を基礎に算定しております。 
 
５ 発生した負ののれんとその償却方法及び償却期間 
  (1) 負ののれんの金額  4百万円 
 (2) 発生原因 

      日本バリュー株式会社が所有する当社株式に対する配当期待権を合併比率算定時の同社資産と
して織り込んでいるため発生したもの。 

   (3) 償却方法及び償却期間 
     定額法にて５年間で償却する。 
 
６ 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 
７ 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額 

    金額的重要性がないため記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 568円57銭 599円70銭

１株当たり当期純利益 26円24銭 55円93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。 

 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 7,326

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 

少数株主持分 ― 168

普通株主に係る純資産額(百万円)  ― 7,158

普通株式の発行済株式数（千株) ― 11,971

普通株式の自己株式数（千株） ― 35

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数（千株） ― 11,936

 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 324 666

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） 

利益処分による役員賞与金 15 ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 308 666

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,770 11,925
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(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

日本バリュー株式会社との合併について 

 当社と当社の主要株主である筆頭株主の日本バリュ

ー株式会社は、平成18年３月13日に締結いたしました

合併契約書に基づき、平成18年５月１日付で合併いた

しました。 

 合併に関する事項の概要は、次のとおりであります。

(1) 合併方式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本バ

リュー株式会社は解散する。 

(2) 日本バリュー株式会社の概要 

① 本店所在地 東京都港区 

② 取締役社長 足立建一郎 

③ 資本金   100百万円 

 ④ 事業内容  不動産の保有、管理等 

 ⑤ 業績    平成17年６月期 

         売上高     38百万円 

         経常利益     13百万円 

         当期純利益 △387百万円 

  (3) 合併の概要等 

  ① 合併比率 １：655 

  ② 合併比率の算定方法 

当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュ

ー株式会社は時価純資産価額法により株式価値を

算定し、その結果を総合的に勘案して合併比率を

算定しております。 

  ③ 合併により発行した新株式数 

       合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株

のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株

式2,022,000株については、自己株式とした上で

日本バリュー株式会社の株主に交付すべき新株式

に代用し、残りの185,350株については、新たに

株式を発行して割り当てております。 

  ④ 会社財産の引継等 

    合併期日における、日本バリュー株式会社の資

産、負債、その他一切の権利義務を、合併期日に

おいて引継いでおります。 

    なお、合併により引き継いだ資産及び負債の内

訳は以下のとおりです。 

     資産合計     59百万円 

     負債合計     １百万円 

 

株式会社ジューテックリブからの全事業譲受けについ

て 

 当社と当社の連結子会社である株式会社ジューテッ

クリブは、平成19年２月26日に締結いたしました同社

が営む全事業を譲受ける事業譲渡契約書に基づき、平

成19年４月１日付で事業譲受けを行いました。 

事業譲受けに関する事項の概要は、以下のとおりで

あります。 

(1) 事業譲受けの目的 

株式会社ジューテックリブの 近の営業状況と

同社の主な事業でありますＤＩＹ事業の将来性を

鑑みて、当社の全国的なネットワークを生かしこ

の事業に取り組むことで、よりお客様のご要望に

お応えすることができる体制を構築し、かつ事業

の拡大を図ってまいります。 

(2) 事業譲受けの内容 

 ＤＩＹ商品及び木材の販売 

(3) 事業譲受けの形式 

 会社法第468条第２項に定める簡易な事業譲受け

であります。 

 (4) 譲受け資産及び負債 

資産合計 2,240百万円 

負債合計 1,799百万円 

 (5) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されて

いる譲受けた事業に係る損益の概算額 

売上高 5,173百万円 

経常利益 △158百万円 

当期純利益 △367百万円 

    ※内部取引相殺前の金額であります。 
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５ 個別財務諸表 

(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) 
比較増減

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)

(資産の部)    

    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  8,526 7,176  

 ２ 受取手形 ※６ 8,647 8,881  

 ３ 売掛金  19,242 22,010  

 ４ 商品  1,714 2,304  

 ５ 未成工事支出金  420 343  

 ６ 前払費用  135 187  

 ７ 繰延税金資産  671 619  

 ８ 未収入金  2,550 3,010  

 ９ その他  285 697  

   貸倒引当金  △1,056 △1,093  

   流動資産合計  41,139 74.1 44,139 75.8 2,999

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※３ 3,726 3,610   

    減価償却累計額  2,014 1,711 1,951 1,658  

  (2) 構築物 ※３ 233 220   

    減価償却累計額  169 64 161 59  

  (3) 車両運搬具  47 47   

    減価償却累計額  43 3 44 3  

  (4) 工具、器具及び備品  275 285   

    減価償却累計額  247 28 242 43  

  (5) 土地 ※３ 7,590 7,946  

   有形固定資産合計  9,398 16.9 9,711 16.6 313
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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) 

比較増減

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)

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  354 360  

  (2) 電話加入権  42 42  

  (3) その他  35 0  

   無形固定資産合計  432 0.8 403 0.7 △28

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  1,751 1,631  

  (2) 関係会社株式  247 290  

  (3) 出資金  82 79  

  (4) 長期貸付金  100 107  

  (5) 関係会社長期貸付金  1,382 1,260  

  (6) 破産債権、更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 643 510  

  (7) 長期前払費用  10 11  

  (8) 繰延税金資産  ― 116  

  (9) 敷金・保証金  594 609  

   (10) その他  360 388  

     貸倒引当金  △611 △997  

   投資その他の資産合計  4,560 8.2 4,008 6.9 △552

   固定資産合計  14,391 25.9 14,123 24.2 △267

Ⅲ 繰延資産    

 １ 社債発行費  19 2  

   繰延資産合計  19 0.0 2 0.0 △16

   資産合計  55,549 100.0 58,265 100.0 2,715

 



 

 

 

株式会社ジューテック（2682） 平成19年３月期決算短信 

 - 42 -

 
  

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) 

比較増減

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)

(負債の部)    

    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 ※６ 6,294 7,105  

 ２ 買掛金  30,379 32,425  

 ３ １年内償還予定社債  ― 300  

 ４ 短期借入金 ※３ 1,500 1,600  

 ５ １年内返済予定 
   長期借入金 

※３ 738 597  

 ６ 未払金  535 347  

 ７ 未払費用  132 174  

 ８ 未払法人税等  356 393  

 ９ 未払消費税等  45 69  

 10 前受金  154 146  

 11 預り金  24 53  

 12 賞与引当金  395 410  

 13 役員賞与引当金  ― 18  

 14 その他  17 10  

   流動負債合計  40,573 73.0 43,652 74.9 3,079

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  3,000 2,700  

 ２ 長期借入金 ※３ 4,146 4,148  

 ３ 役員退職慰労引当金  169 188  

 ４ 長期未払金  228 195  

 ５ 預り保証金  565 576  

 ６ 繰延税金負債  249 ―  

 ７ 負ののれん  ― 3  

   固定負債合計  8,358 15.1 7,812 13.4 △546

   負債合計  48,931 88.1 51,465 88.3 2,533
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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) 
比較増減

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)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 850 1.5 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  224 ―  

   資本剰余金合計  224 0.4 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  130 ―  

 ２ 任意積立金    

  (1)固定資産圧縮積立金  228 ―   

  (2)特別償却準備金  2 ―   

  (3)別途積立金  4,300 4,531 ― ―  

 ３ 当期未処分利益  638 ―  

   利益剰余金合計  5,299 9.5 ― ― ―

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 250 0.5 ― ― ―

Ⅴ 自己株式 ※２ △6 △0.0 ― ― ―

   資本合計 6,617 11.9 ― ― ―

   負債・資本合計 55,549 100.0 ― ― ―

   

(純資産の部)   
   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 ― ― 850 1.5 ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 ― 294   

(2) その他資本剰余金 ― 0   

資本剰余金合計 ― ― 294 0.5 ―

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 ― 130   

(2) その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 ― 228   

別途積立金 ― 4,550   

繰越利益剰余金 ― 640   

利益剰余金合計 ― ― 5,549 9.5 ―

４ 自己株式 ― ― △13 △0.0 ―

株主資本合計 ― ― 6,680 11.5 ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

― ― 125 0.2 ―

２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △5 △0.0 ―

評価・換算差額等合計 ― ― 119 0.2 ―

純資産合計 ― ― 6,800 11.7 ―

負債純資産合計 ― ― 58,265 100.0 ―
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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) 

比較増減

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)

Ⅰ 売上高  140,166 100.0 147,616 100.0 7,449

Ⅱ 売上原価    

 １ 商品期首たな卸高  1,827 1,714   

 ２ 当期商品仕入高  129,936 137,422   

   合計  131,764 139,137   

 ３ 他勘定振替高 ※１ 284 385   

 ４ 商品期末たな卸高  1,714 129,764 92.6 2,304 136,447 92.4 6,683

   売上総利益  10,402 7.4 11,168 7.6 766

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 運賃荷造費  1,588 1,700   

 ２ 販売促進費  143 130   

 ３ 貸倒引当金繰入額  189 196   

 ４ 役員報酬  115 115   

 ５ 給料手当  3,013 3,107   

 ６ 賞与  455 457   

 ７ 賞与引当金繰入額  395 410   

 ８ 役員賞与引当金繰入額  ― 18   

 ８ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 25 27   

 ９ 退職給付費用  230 230   

 10 法定福利費  473 484   

 11 福利厚生費  376 410   

 12 賃借料  770 799   

 13 減価償却費  134 200   

 14 その他  1,987 9,899 7.0 2,238 10,527 7.2 628

   営業利益  502 0.4 640 0.4 138

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  25 35   

 ２ 受取配当金  26 36   

 ３ 仕入割引  433 449   

 ４ 投資有価証券売却益  98 10   

 ５ 賃貸収入  159 164   

 ６ 雑収入  78 822 0.6 53 750 0.5 △72

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  171 163   

 ２ 社債発行費償却  16 16   

 ３ 手形売却損  51 95   

 ４ 売上割引  229 250   

 ５ 雑損失  32 501 0.4 10 537 0.3 35

   経常利益  823 0.6 853 0.6 30
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

比較増減

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)

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※２ ― 0   

 ２ 償却債権取立益  3 1   

 ３ 移転保証金  ― 3 0.0 621 623 0.4 619

Ⅶ 特別損失    

 １ 貸倒引当金繰入額  ― 507   

 ２ 固定資産除却損 ※３ 12 136   

 ３ 固定資産売却損 ※４ 0 0   

 ４ 関係会社株式評価損  ― 101   

 ５ 土地浄化費用  41 ―   

 ６ 瑕疵補修損失  ― 53 0.1 52 798 0.5 744

   税引前当期純利益  773 0.5 678 0.5 △95

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 435 509   

   法人税等調整額  24 459 0.3 △224 285 0.2 △174

   当期純利益  314 0.2 393 0.3 79

   前期繰越利益  324 ―  

   当期未処分利益  638 ―  
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(3) 利益処分計算書 
 

  
前事業年度 

(株主総会承認日 
 平成18年６月29日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

 Ⅰ 当期未処分利益  638

Ⅱ 任意積立金取崩額  

  特別償却準備金取崩額  1 1

合計  639

Ⅲ 利益処分額  

 １ 配当金  82

 ２ 取締役賞与金  13

 ３ 監査役賞与金  1

 ４ 任意積立金  

    別途積立金  250 346

Ⅳ 次期繰越利益  293

  

(注) １ 特別償却準備金取崩額は、租税特別措置法に基づくものであります。なお、当該金額は租税特別措置法に

基づき算定した金額から税効果相当額を控除した金額によっております。 
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(4) 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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 ― 224

事業年度中の変動額  

 合併による増加 69 0 69

事業年度中の変動額合計(百万円) ― 69 0 69

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 0 294

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却
積立金 

固定資産
圧縮積立金

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) 130 2 228 4,300 638 5,299 △6 6,367

事業年度中の変動額    

 合併による増加   △0 68

 自己株式の取得   △5 △5

 剰余金の配当 (注)    △82 △82  △82

 剰余金の配当  △47 △47  △47

 役員賞与 (注)   △14 △14  △14

 別途積立金の積立 (注)   250 △250 ―  ―

 当期純利益  393 393  393

 特別償却準備金の取崩 (注)   △1 1 ―  ―

 特別償却準備金の取崩  △1 1   ―

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △2 ― 250 2 249 △6 312

平成19年３月31日残高(百万円) 130 ― 228 4,550 640 5,549 △13 6,680

 

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) 250 ― 250 6,617

事業年度中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △82

剰余金の配当  △47

 役員賞与 (注)  △14

 別途積立金の積立 (注)  ―

 当期純利益  393

 特別償却準備金の取崩 (注)  ―

特別償却準備金の取崩  ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△125 △5 △130 △130

事業年度中の変動額合計(百万円) △125 △5 △130 182

平成19年３月31日残高(百万円) 125 △5 119 6,800

(注) 平成18年６月開催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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(5) 重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 引当金の計上基準 ――――― 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き、当事業年度に見合う分を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて営

業利益、経常利益及び税引前当期純

利益が、それぞれ18百万円減少して

おります。 
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(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) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

 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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

6,805百万円であります。 

  

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正） 

 当事業年度から改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号）及

び「自己株式及び準備金の額に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年８月

11日 企業会計基準適用指針第２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。 
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 45,824,000株

   発行済株式の総数 普通株式 11,786,000株
 

※１        ――――― 

  

※２ 自己株式の保有数 普通株式 18,468株
 

※２        ――――― 

  

※３ 担保に供している資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物  64百万円

構築物  0百万円

土地  1,409百万円

計 1,475百万円

 

  上記に対応する債務 

短期借入金 200百万円

１年内返済予定長期借入金 207百万円

長期借入金 813百万円

計 1,220百万円

  

※３        ――――― 

４ 保証債務 

 子会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を

行っております。 

㈱ジューテックリブ 300百万円

  

４         ――――― 

   

  

５ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が250百万円

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。 

 

５         ――――― 

※６        ――――― ※６ 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を行っております。なお、当期

末日は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 415百万円

支払手形 195百万円
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の主なものは次のとおりでありま

す。 

有償支給  275百万円
 

※１ 他勘定振替高の主なものは次のとおりでありま

す。 

有償支給  376百万円
 

  

※２        ――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

計 0百万円

 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

建物 3百万円

構築物 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

その他 2百万円

解体費用 5百万円

計 12百万円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

建物 70百万円

構築物 1百万円

工具、器具及び備品 1百万円

その他 0百万円

解体費用 62百万円

計 136百万円
 

※４ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

車両運搬具 0百万円

  

※４ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

土地 0百万円
 

 

(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 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 18,468 16,681 ― 35,149 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 16,681株 
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(リース取引関係) 
 

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. 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 

(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 
(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)

  建物及び 
  構築物 

 7  1  5

  機械及び 
  装置 

 8  8  0

車両 
  運搬具 

 17  6  11

  工具、 
  器具及び 
  備品 

 440  326  114

  ソフト 
  ウェア 

 339  206  132

  合計  813  549  264

 

  
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)

  建物及び
  構築物 

7  3  4

  機械及び
  装置 

2  2  0

車両 
  運搬具 

14  6  8

  工具、 
  器具及び
  備品 

455  172  282

  ソフト 
  ウェア 

456  165  291

  合計 937  349  587

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 92百万円

 １年超 176百万円

 合計 269百万円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 169百万円

 １年超 425百万円

 合計 594百万円

  

(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 139百万円

減価償却費相当額 131百万円

支払利息相当額 5百万円

  

(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 159百万円

減価償却費相当額 151百万円

支払利息相当額 10百万円

  

(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 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得総額相当額との

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。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

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 3百万円

 １年超 12百万円

 合計 16百万円

  

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 3百万円

 １年超 8百万円

 合計 12百万円
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年3月31日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当事業年度(平成19年３月31日現在) 

子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 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(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 

  (繰延税金資産) 

  貸倒引当金繰入超過額 507百万円

  賞与引当金繰入超過額 160百万円

  退職給付費用損金不算入額 116百万円

  役員退職慰労引当金損金不算入額 69百万円

  固定資産減損 51百万円

  たな卸資産評価損 50百万円

  その他 122百万円

   繰延税金資産小計 1,077百万円

   評価性引当額 △206百万円

   繰延税金資産合計 870百万円

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 156百万円

  土地評価益 118百万円

  特別償却準備金 0百万円

  その他有価証券評価差額金 171百万円

   その他 0百万円

   繰延税金負債合計 448百万円

   繰延税金資産の純額 422百万円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産) 

  貸倒引当金繰入超過額 682百万円

  賞与引当金繰入超過額 166百万円

  退職給付費用損金不算入額 81百万円

  役員退職慰労引当金損金不算入額 76百万円

  固定資産減損 51百万円

  未払事業税 29百万円

  その他 132百万円

   繰延税金資産小計 1,220百万円

   評価性引当額 △122百万円

   繰延税金資産合計 1,097百万円

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 156百万円

  土地評価益 118百万円

  その他有価証券評価差額金 85百万円

   その他 0百万円

   繰延税金負債合計 361百万円

   繰延税金資産の純額 736百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な内訳 

 法定実効税率 40.69％

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 

10.10 

   受取配当金等永久に益金に 
   算入されない項目 

△0.63 

   住民税均等割等 4.36 

   ＩＴ投資促進税制税額控除 △4.59 

   過年度法人税等 5.43 

   評価性引当額の増減 2.26 

   その他 1.81 

税効果会計適用後の法人税等負担率 59.43％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な内訳 

 法定実効税率 40.69％

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 

9.53 

   受取配当金等永久に益金に 
   算入されない項目 

△0.94 

   住民税均等割等 5.08 

   評価性引当額の増減 △12.42 

   その他 △0.48 

税効果会計適用後の法人税等負担率 41.46％
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 561円20銭 １株当たり純資産額 569円70銭

１株当たり当期純利益 25円49銭 １株当たり当期純利益 33円01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。 

 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 6,800

普通株主に係る純資産額(百万円)  ― 6,800

普通株式の発行済株式数（千株) ― 11,971

普通株式の自己株式数（千株） ― 35

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数（千株） ― 11,936

 

２ １株当たり当期純利益 

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)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 314 393

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 

利益処分による役員賞与金 14 ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 300 393

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,770 11,925

 

 

(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

日本バリュー株式会社との合併について 

 当社と当社の主要株主である筆頭株主の日本バリュ

ー株式会社は、平成18年３月13日に締結いたしました

合併契約書に基づき、平成18年５月１日付で合併いた

しました。 

なお、詳細は(9)連結財務諸表に関する注記事項（重

要な後発事象）に記載しております。 

 

 株式会社ジューテックリブからの全事業譲受けについ

て 

 当社と当社の連結子会社である株式会社ジューテッ

クリブは、平成19年２月26日に締結いたしました同社

が営む全事業を譲受ける事業譲渡契約書に基づき、平

成19年４月１日付で事業譲受けを行いました。 

 なお、詳細は(9)連結財務諸表に関する注記事項（重

要な後発事象）に記載しております。 
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６ 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 

   取締役相談役（非常勤） 梅崎 興生（現 代表取締役会長） 

② その他の役員の異動 

   該当事項はありません。 

 

(2)  定款変更に伴う役付の変更（平成19年６月28日付予定） 

新役付 氏名 現役付 

代表取締役社長 
執行役員社長 足立 建一郎 

代表取締役社長 
執行役員 

代表取締役 
執行役員副社長 鶴巻 健彦 

代表取締役副社長 
執行役員 

取締役 
常務執行役員 東條 親靖 

常務取締役 
執行役員 

取締役 
常務執行役員 嶋田 清美 

取締役 
執行役員 

取締役 
常務執行役員 石村 徹 

取締役 
執行役員 

取締役 
上席執行役員 宇野 孝雄 

取締役 
執行役員 

取締役 
上席執行役員 青山 勝三 

取締役 
執行役員 

取締役 
上席執行役員 中田 晴雄 

取締役 
執行役員 

上席執行役員 三縄 光男 執行役員 

 

(3)  執行役員の異動（平成19年６月28日付予定） 

新任執行役員候補 

  執行役員 松井 清（現 情報システム部長） 
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