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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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 108,874 （6.2） 1,353 （3.5） 1,632 （9.1） 1,050 （27.9）
18年３月期 102,472 （5.1） 1,307 （△2.2） 1,496 （4.9） 821 （13.6）
 
 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 120  32 －  － 11.5 3.7 1.2 

18年３月期  92  58 －  －  9.3 3.5 1.3 

(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

 百万円 百万円 ％ 円   銭

19年３月期 45,366 9,406 20.7 1,081  39 
18年３月期 43,204 8,799 20.4   999  33 
 (参考)  自己資本     19年３月期   9,406百万円     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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,880 △1,483 △2,395 1,427 
18年３月期 2,792   394 △3,714 1,426 
 
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） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 10 00 12 50 22 50 197 24.3 2.3 
19年３月期 12 50 15 00 27 50 239 22.8 2.5 

20年３月期 
（予想） 

15 00 15 00 30 00    

 
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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

中 間 期 54,000 3.0 650 16.3 800 15.1 460 0.8  52 67 
通  期 112,000 2.9 1,600 18.2 1,900 16.4 1,070 1.8 122 53 
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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 

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
 
（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、18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 8,798,782株  18年３月期 8,798,782株 
② 期末自己株式数           19年３月期  100,240株  18年３月期    240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、27 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 104,655 （6.1） 1,256 （△0.9） 1,476 （5.9） 950 （30.8）
18年３月期 98,648 （4.4） 1,269 （△7.3） 1,394 （△1.1） 727 （0.4）
 
 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

 円  銭 円  銭
19年３月期 108  90 －  － 
18年３月期  81  88 －  － 
 
（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

 百万円 百万円 ％ 円   銭

19年３月期 43,195 9,182 21.3 1,055  63 
18年３月期 41,634 8,671 20.8   984  83 
(参考)  自己資本     19年３月期   9,182百万円     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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

中 間 期 52,000 3.2 630 18.6 780 21.7 440 5.5  50 38 
通  期 108,000 3.2 1,500 19.4 1,800 21.9 1,000 5.2 114 52 
 
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因
に係る資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって異な
る結果となる可能性があります。 
業績予想のご利用にあたっては、決算短信（連結）の添付資料の「１．経営成績（１）経営成績に関す
る分析（次期の見通し）」をご参照下さい。 
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

　（当期の経営成績）

　当連結会計年度のわが国の建設業界においては、下記の投資推移が見込まれており、当連結
会計年度における当業界の市場規模は前年とほぼ同額であったと考えております。

（兆円）

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資（新設） 53.7     0.4      
【住宅】
　　　  　4.0％

【非住宅】
　　　    4.9％

【政府】
 　　 　△6.0％

民間住宅 19.3     4.0      
【持家】
　　　　　2.3％

【貸家】
　　　　　5.2％

【分譲】
　　　　　3.1％

民間非住宅 10.3     4.9      
【工場】
　 　　　12.8％

【事務所】
　　　　　6.6％

【店舗】
 　　　 　2.6％

政府 18.7     △6.0    
【建築】
　　　 　 0.4％

【土木】
　　　  △6.9％

リフォーム（既築） 6.7      3.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 60.4     0.7      民間住宅 民間非住宅 政府

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

　このような状況下、当社グループは一層のシェアアップと新規開拓を目指し、以下の基本取

組みの下、具体的展開に取組んでまいりました。

　１．３つのフルの追求　－　管材卸№１をめざす

　　①フルカバー －　地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り

　　②フルライン －　お客様が欲しい商品は何でも提供

　　③フル機能 －　引合からアフターメンテまでのサービスを何でも提供

　２．みらい活動　－　得意先様、仕入先様、当社が３位１体で増分に取組む

　　①みらい市 －　イベントを通じての増分活動

　　②みらい会 －　３位１体での研修による増分活動

　　③みらいチャンネル －　欲しい情報をいつでもどこでも得られるしくみ作り

　３．改善活動　－　企業価値をあげるための改善活動

　　①人作り －　業界のプロとしての人材育成

　　②しくみ作り －　メーカーから工事店まで一貫した流れの改善

　　③しかけ作り －　ＩＴをフル活用した最良のシステム作り

　その結果、連結ベースの売上高は108,874百万円（前年同期比＋6.2％）、売上総利益は

10,150百万円（同＋7.2％）となりました｡販売費及び一般管理費は8,797百万円（同＋7.8％）

で営業利益は1,353百万円（同＋3.5％）となりました。また、営業外収支が黒字化したことに

より、経常利益は1,632百万円（同＋9.1％）となりました。

　特別損益に土地売却益1,098百万円等を計上した一方、貸倒引当金繰入額648百万円等を計上

したことにより、当期純利益は1,050百万円（同＋27.9％）となりました。

内　　　　　　訳
平成18年度実績
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　部門別の状況は以下の通りです。

①管材類

　管材類は、素材高を背景として、順次値上が続いております。

主要な商品

パイプ

継手

バルブ

化成品

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は43,722百万円（同＋8.0％）となりました。

②衛生陶器、金具類（ＴＯＴＯ製品）

　衛生陶器、金具類は、素材、燃料価格の高騰に伴ない、平成18年7月、平成19年2月に２度に

渡る価格改訂が行なわれました。

主要な商品

レストルーム
(トイレ廻り商品)

バス、キッチン、
洗面
（システム商品）

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は33,819百万円（同＋1.0％）となりました。

③住宅設備機器類

　価格競争の激化に加え、オール電化による給湯、厨房、浴室設備等も増えてまいりました。

主要な商品

給湯機器

厨房設備

浴室設備

洗面設備

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は15,028百万円（同＋5.9％）となりました。

当社の対応

原油の高騰により塩ビ、樹脂関連商品
の値上。塩ビはメーカー再編、集約
へ。

国内・海外プラント等、産業用分野は
依然好調。素材高により値上げ実施。

素材高に伴う値上げが続く。樹脂化に
伴ない鋳鉄素材継手の規模は縮小。

亜鉛、銅、ニッケル他の素材高に伴な
い、順次値上げが進む。住宅設備用途
は樹脂化が進む。

市　場　動　向

鋼管を中心をした品薄状態が続き、
必要量の確保と安定した供給体制に
注力。

在庫のフルライン化、システム化に
対応。

各種プラント向けの需要増に伴な
い、在庫の確保、自動弁加工の納期
に対応。

樹脂継手、ステンレス継手の多様化
に伴ない、全メーカーの取扱とシス
テム加工化に対応。

清掃面、デザイン面を重視した商品が
市場へ。

単体からシステム洗面まで、多様な
市場ニーズに対応する営業を展開。

高機能型の新商品が戸建、リフォーム
向けに発売される一方、賃貸向けの低
価格商品も普及。

集合用はマンション向けが好調だが、
新築価格は厳しい。取替需要も顕在
化。

各メーカーとの情報交換の機会を増
やし、ショールームを使った研修会
を実施。施工力、現場調査力の強化
に対応。

施工、現場調査力の強化。納入、完
了管理まで徹底。集合取替需要への
対応強化。

市　場　動　向 当社の対応

新築時の物件受注策、戸建への一体
型便器拡販策、水工店の取替需要取
組喚起策を需要分野別に展開。

拡販に必要とされる社員の現場調査
の能力向上への取組みを強化。

洗面化粧台、システムバス、システム
キッチンなどの新商品の発売が売上に
寄与。

リフォーム向けを中心とした新商品の
発売、高付加価値化が進む一方、賃貸
向けを中心に低価格化も浸透。

市　場　動　向

ガス、石油機器は暖房兼用型、高性能
型が市場単価を押し上げ台数減をカ
バー。エコキュートの普及により全電
化率が上昇。

当社の対応

高機能機により、戸建分野へ対応、
単機能機により、集合物件へ対応。
エコキュート研修等への取組みを強
化。
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④空調、ポンプ、その他

　空調機器は全国的に梅雨明けが遅れ、ルームエアコンの発売台数は前年を下回ったものの、

パッケージエアコンは省エネ、システム化など、高機能化も進みました。また、換気設備、ポ

ンプも高機能化による価格の引上げがみられました。

主要な商品

空調機器

換気設備

ポンプ・水槽

　以上の状況を踏まえ、売上高は16,304百万円（同＋14.0％）となりました。

（次期の見通し）

　平成19年度の建設投資は、民間住宅の堅調な推移、設備投資拡大に伴なう民間非住宅の好調

さ、公共投資の抑制等が予想され、当社グループに関連する建設業界の市場規模は昨年とほぼ

同額と予想しております。

　このような環境下、当社グループは経営戦略として定めた前述の基本戦略に基づき、既存分

野でのシェアアップ、各地域ごとの新規開拓に邁進することにより、今期単体ベースでは、売

上高108,000百万円、営業利益1,500百万円、経常利益1,800百万円、当期純利益1,000百万円を

見込んでおります。また、大明工機㈱、㈱ハットリビングを加えた連結ベースで売上高

112,000百万円、営業利益1,600百万円、経常利益1,900百万円、当期純利益1,070百万円を見込

んでおります。

（２）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度
末に比べ1百万円増加（同＋0.1％）し、当連結会計年度末には1,427百万円となりました。
　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動の結果、得られた資金は3,880百万円（同＋39.0％）となりました。これは主に税
金等調整前当期純利益が1,978百万円計上されたこと及び仕入債務の増加等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動の結果、使用した資金は1,483百万円（前年は394百万円の獲得）となりました。
これは主に投資有価証券の取得等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動の結果、使用した資金は2,395百万円（同△35.5％）となりました。これは主に借
入金の返済及び社債償還等によるものです。
　以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,427百万円となりました｡

エアコンは清掃機能付高級型が一般化
し、設備用普及型と市場を二分。パッ
ケージ型は更新型が新設を上回る。

当社の対応市　場　動　向

ポンプ、水槽ともに好調な工場分
野、更新需要に対応。

ビル、産業系は空質、省エネ重視の
トータル提案を実施。

エアコンは集合物件タイプと合わ
せ、高機能機への取組みを強化。機
種選定の能力の強化に取組み。

ポンプは取替え需要が堅調ながら台数
は横這い。水槽は都市部の増圧ポンプ
の置換えが進行し、減少。

集合住宅用24時間換気対応品が増加。
工場設備用途は増加。
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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

　利益配分については、収益力の向上を図ることにより、株主に対し安定した配当を行うと

ともに、業績に応じた利益還元を行なうことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、経営環境の変化に対応できる企業体質の確立と、経営基盤の

維持に努めてまいります。

　当期の中間期における株主配当金につきましては、１株当たり配当金を前年同期比２円50

銭増配の12円50銭といたしました。

　当期末の配当金につきましても、１株当たり配当金は15円となります。これにより、中間

配当金を含めました当期の年間配当金は、前期比５円増の27円50銭となります。

　次期の配当金につきましては、中間期15円、期末15円の年間30円を予定しておりますが、

今後とも収益向上に努め、株主皆様のご期待にお応えすべく、更なる株主還元も検討して参

りたく存じます。

－　６　－
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２．企業集団の状況
（１）事業の内容

　当社グループは､当社､子会社２社（大明工機株式会社、株式会社ハットリビング）により

構成されており、管工機材、衛生陶器、住宅設備機器、空調機器等の販売を主たる業務とし

ております。

　事業系統図は下記のとおりです。

（２）関係会社の状況

名　 称 住　 所
資本金
(千円)

主な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

東京都中央区湊
１丁目１番12号

30,000 管工機材の販売 100    

東京都中央区日
本橋小伝馬町９
番９号

90,000 100    

関係内容

役員の兼任あり

ガス機器、機材の
販売、ガス工事の
請負及びメンテナ
ンス業務

（連結子会社）
大明工機㈱

（連結子会社）
㈱ハットリビング

商品の販売及び
仕入
役員の兼任あり

当
　
　
社

大
明
工
機
㈱

連
結
子
会
社

得
　
　
　
意
　
　
　
先

商品の販売

商
品
の
仕
入

商
品
の
販
売

商品の販売

東
京
ガ
ス
㈱

　
㈱
ハ
ッ
ト
リ
ビ
ン
グ

　
連
結
子
会
社

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

機器の仕入

機器の販売

メンテナンス･工事請負

ガスの開閉栓
等の業務受託

仕
　
　
　
入
　
　
　
先

商品の仕入

商品の仕入
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

　当社グループは、人々の生活に欠かすことのできない『設備商品の流通とサービスを通じ

て、快適な暮らしを追求する』ことを企業理念として掲げ、社会に貢献できる企業を今後共

目指してまいります。

　そのために以下の「３つのベスト」を推進し、当社グループに関心を持って頂けるすべて

の方々にとっての「企業価値向上」に努めてまいります。

・設備のベストコーディネーター

　　－施主様、工事店様に、ベストな設備をご提案

・流通としてベストパートナー

　　－得意先様、仕入先様、当社グループで３位１体のベストなしくみの構築

・会社としてベストカンパニー

　　－株主様、社員、社会からベストといわれる会社づくり

（２）目標とする経営指標

　当社グループは、事業の成長、収益力の向上、財務体質の強化を目的に、今期より「平成

20年度に目指す姿」として、以下の経営指標を目標としています。

・収益性（経常利益率2.5％体制へ）

　　－粗利益率の向上、コストダウンの推進

・成長性（月売上100億体制へ）

　　－地域密着営業によるシェアアップ、新規開拓の推進

・安定性（自己資本比率30％体制へ）

　　－自己資本の充実、総資産の圧縮

（３）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、中期的に目指す姿として

・販売部門では、管材卸№１の地位の確立

・購買部門では、仕入先業界内トップディーラーとなる

・機能強化では、オンリーワンの機能を充実させる

を掲げております。

　そして、中期的な経営戦略では以下の基本戦略に具体的に取り組んでまいります。

１．営業戦略（３つのフルの追求）

　－　管材卸№１をめざす

　①フルカバー －　地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り

　②フルライン －　お客様が欲しい商品は何でも提供

　③フル機能 －　引合からアフターメンテまでのサービス機能を何でも提供

２．ネットワーク戦略（みらい活動）

　－　得意先さま、仕入先さま、当社が３位１体で増分に取組む

　①みらい市 －　全国各地で行なうみらい市を商売に

　②みらい会 －　３位１体での研修会による増分活動

　③みらいチャンネル －　いつでもどこでも最新の情報が手に入る業界プラットフォームを

３．効率化戦略（改善活動）

　－　流通全体で最適なしくみ作り

　①人作り －　業界のプロの人材育成（生産性の向上）

　②しくみ作り －　標準化、見える化、５Ｓ活動を通じ、一貫した流れの改善

　③しかけ作り －　ＩＴをフル活用した層別に最良なシステム作り

－　８　－
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（４）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境は、建設投資動向、素材高に伴なう価格変動、市場競争の激

化、法的規制への対応等、今後共厳しい状況が予想されます。

　このような環境下、当社グループは中長期的に利益ある成長を続けるために、「３つのフ

ルの追求」「みらい活動」「改善活動」といった中期戦略を具体的に展開し、今後共企業価

値の向上に努めてまいります。

（５）内部管理体制の整備・運用状況

　当該項目に関しましては、株式会社ジャスダック証券取引所ホームページに平成18年６月

１日に開示いたしました「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に掲載されておりま

すので、ご参照ください。

（６）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。

－　９　－
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４．連結財務諸表

(１) 連結貸借対照表

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日) (平成19年３月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部)

Ⅰ 流動資産

1. 現金及び預金 1,426    1,427    

2. 受取手形及び売掛金 21,361 22,430

3. たな卸資産 5,071    4,990    

4. 債権売却未収入金等 545      110      

5. 繰延税金資産 179      246      

6. その他 658      729      

貸倒引当金 △124    △1,092  

流動資産合計 29,118  67.4 28,842  63.6

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 3,573    3,874    

　減価償却累計額 1,560    2,012    1,649    2,224    

(2) 機械装置及び運搬具 131      127      

　減価償却累計額 100      31       101      26       

(3) 土地 5,722    6,824    

(4) その他 192      203      

　減価償却累計額 118      73       133      70       

有形固定資産合計 7,839     18.2 9,144     20.1

2. 無形固定資産

(1)営業権 21       -

(2)のれん - 12       

(3)その他 27       20       

無形固定資産合計 48       0.1   32       0.1   

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 3,319    4,238    

(2)長期貸付金 1,767    1,634    

(3)長期滞留債権 1,484 895

(4)保険積立金 1,053    1,130    

(5)敷金及び保証金 515      521      

(6)繰延税金資産 17       8        

(7)その他　　　 470      443      

貸倒引当金  △2,431  △1,525

投資その他の資産合計 6,197    14.3  7,347    16.2  

固定資産合計 14,086    32.6 16,524    36.4

資産合計 43,204 100.0 45,366 100.0 
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前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日) (平成19年３月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

1. 21,354   25,346   

2. 10       -        

3. 2,485    924      

4. 1,000    2,400    

5. 725      225      

6. 155      87       

7. 189      268      

8. 839      764      

26,761    61.9 30,016    66.2

Ⅱ 固定負債

1. 3,100    700      

2. 1,660    2,260    

3. 351 692

4. 638      528      

5. 559      445      

6. 711      711      

7. 566      605      

8. 54       -        

9. 0        -        

7,643  17.7 5,943  13.1

34,404  79.6 35,960  79.3

（少数株主持分）

- - - -

（資本の部）

Ⅰ 542      1.3   - -

Ⅱ 434      1.0   - -

Ⅲ 6,571  15.2 - -

Ⅳ 554      1.3   - -

Ⅴ 696      1.6   - -

Ⅵ △0      △0.0 - -

8,799  20.4 - -

43,204 100.0 - -

（純資産の部）

Ⅰ

1. 資本金 - - 542      1.2   

2. 資本剰余金 - - 434      0.9   

3. 利益剰余金 - - 7,561    16.7  

4. 自己株式 - - △106    △0.2 

株主資本合計 - - 8,432    18.6  

Ⅱ 評価･換算差額等

1. - - 584      1.3   

2. 土地再評価差額金 - - 389  0.8

評価･換算差額等合計 - - 974      2.1   

純資産合計 - - 9,406    20.7  

- - 45,366 100.0 

支払手形及び買掛金

預り金

社債

一年内返済予定の長期借
入金
一年内償還予定の社債

その他

未払法人税等

流動負債合計

短期借入金

賞与引当金

固定負債合計

退職給付引当金

その他

長期借入金

連結調整勘定

預り保証金

再評価に係る繰延税金負
債

役員退職慰労引当金

繰延税金負債

資本合計

負債合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

土地再評価差額金

その他有価証券評価差額金

少数株主持分

自己株式

負債純資産合計

株主資本

その他有価証券評価差額金

負債、少数株主持分
及び資本合計
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(２) 連結損益計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 102,472 100.0 108,874 100.0 

Ⅱ 93,006   90.8 98,724   90.7

売上総利益 9,465 9.2 10,150 9.3

Ⅲ

1. 運賃及び荷造費 1,205    1,304    

2. 貸倒引当金繰入額 1        23       

3. 給与手当 3,351    3,561    

4. 賞与引当金繰入額 189      268      

5. 退職給付費用 139      135      

6. 役員退職慰労引当金繰入額 7        -        

7. その他 3,260 8,157 7.9 3,503 8,797 8.1

営業利益 1,307 1.3 1,353 1.2

Ⅳ

1. 受取利息 138      196      

2. 受取配当金 36       29       

3. 仕入割引 437      497      

4. 賃貸収入 181      217      

5. 連結調整勘定償却額 55       -        

6. 負ののれん償却額 -        54       

7. その他 55       906      0.9   121      1,115    1.0   

Ⅴ

1. 支払利息 195      174      

2. 手形売却損 138      209      

3. 売上割引 249      293      

4. 賃貸費用 61       62       

5. その他 72       717      0.7   97       837      0.7   

経常利益 1,496 1.5 1,632 1.5

Ⅵ

1. 収用補償金 203      -        

2. 土地売却益 5        1,098    

3. 投資有価証券売却益 860      133      

4. 借地権売却益 -        1,069    1.0   2        1,233    1.1   

Ⅶ

1. 貸倒引当金繰入額 817 648

2. 債権譲渡損 135      -        

3. 商品評価損 64       211      

4. 固定資産除却損 6        23       

5. 投資有価証券評価損 -        1        

6. 減損損失 3        -        

7. その他 54       1,081 1.1 1        887 0.8

1,484 1.4   1,978 1.8   

879      679      

 △216 662 0.6   248 928 0.8   

821 0.8   1,050 1.0   

 　　至 平成19年3月31日） 　　至 平成18年3月31日）
 　（自 平成17年4月１日  　（自 平成18年4月１日

営業外費用

売上原価

営業外収益

売上高

販売費及び一般管理費

当期純利益

税金等調整前当期純利益

法人税等調整額

特別利益

法人税、住民税及び事業税

特別損失
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(３) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
　（自 平成17年４月１日
　　至 平成18年３月31日）

金額（百万円）

（ 資本剰余金の部 )

Ⅰ 資本剰余金期首残高 434         

Ⅱ 資本剰余金期末残高 434         

（ 利益剰余金の部 )

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,022

Ⅱ 利益剰余金増加高

1. 821

2. △ 2        818

Ⅲ 利益剰余金減少高

1. 263         

2. 5           268         

Ⅳ 利益剰余金期末残高 6,571

役員賞与

配当金

当期純利益

土地再評価差額金取崩額

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） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

資本金
資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日残高 542    434     6,571 △0     7,548 696    554    1,251   8,799

剰余金の配当 △218  △218  △218  

利益処分による役
員賞与

△6    △6    △6    

当期純利益  1,050  1,050  1,050

自己株式の取得 △106  △106  △106  

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額(純額)

164    164    △112  △164  △276  △112  

-      -       990 △106   884 △112  △164  △276   607

平成19年３月31日残高 542    434     7,561 △106   8,432 584    389    974     9,406

連結会計年度中の変動
額

純資産合
計

連結会計年度中の変動
額合計
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

　（自 平成17年４月１日 　（自 平成18年４月１日
　　至 平成18年３月31日） 　　至 平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,484 1,978

減価償却費 132 139

連結調整勘定償却額 △ 55 －

負ののれん償却額 － △ 54

退職給付引当金の増減額(△は減少) 20 △ 114

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 22 －

貸倒引当金の増減額(△は減少) 819 61

賞与引当金の増減額(△は減少) △ 54 78

受取利息及び配当金 △ 175 △ 225

仕入割引 △ 437 △ 497

支払利息 195 174

手形売却損 138 209

債権譲渡損 135 －

土地売却益 － △ 1,098

収用補償金 △ 203 －

投資有価証券売却益 △ 860 △ 133

その他の損益項目 33 －

売上債権の増減額(△は増加) △ 1,994 △ 391

たな卸資産の増減額(△は増加) △ 53 80

債権売却未収入金等の増減額(△は増加) 2,044 435

仕入債務の増減額(△は減少) 1,608 3,953

役員賞与の支払額 △ 5 △ 6

その他 25 213

小　　　計 2,777 4,803

利息及び配当金の受取額 607 649

利息の支払額 △ 331 △ 383

法人税等の支払額 △ 260 △ 1,189

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,792 3,880

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 763 △ 2,122

投資有価証券の売却による収入 1,336 849

子会社株式の取得による支出 △ 0 －

貸付けによる支出 △ 1,812 △ 2,180

貸付金の回収による収入 1,833 2,307

有形固定資産の取得による支出 △ 423 △ 1,792

有形固定資産の売却による収入 38 1,438

収用補償金受取による収入 203 －

借地権譲渡による収入 － 3

会員権取得による支出 △ 0 －

会員権売却による収入 3 20

その他 △ 21 △ 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 394 △ 1,483

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △ 70 △ 10

長期借入による収入 － 1,600

長期借入金の返済による支出 △ 1,759 △ 2,560

社債の償還による支出 △ 1,000 △ 1,000

株式貸借取引による支出 △ 621 △ 100

自己株式の取得による支出 △ 0 △ 106

配当金の支払額 △ 263 △ 218

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,714 △ 2,395

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額 △ 528 1

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 1,954 1,426

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 1,426 1,427
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　（自 平成17年４月１日 　　　（自 平成18年４月１日
　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　至 平成19年３月31日）

1. 連結の範囲に関する (1) 連結子会社の数 ２社 (1) 連結子会社の数 ２社

事項 　　連結子会社の名称 　　連結子会社の名称

大明工機株式会社 大明工機株式会社

株式会社ハットリビング 株式会社ハットリビング

(2) 非連結子会社名 (2) 非連結子会社名

－社 －社

2. 持分法の適用に関す 　該当事項はありません。 同　　左

る事項

3. 連結子会社の事業年 　連結子会社の決算日は、連結決算日と 同　　左

度等に関する事項 一致しております。

4. 会計処理基準に関す

る事項

 (1)重要な資産の評価基 (イ)たな卸資産 (イ)たな卸資産

　　準及び評価方法 商品 商品

　主として総平均法による低価法 同　　左

(ロ)有価証券 (ロ)有価証券

その他有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの 　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく 　　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 　　時価法（評価差額は全部純資

　　直入法により処理し、売却原 　　産直入法により処理し、売却

　　価は移動平均法により算定） 　　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

(ハ)デリバティブ (ハ)デリバティブ

時価法 同　　左

 (2)重要な減価償却資産 (イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産

　　の減価償却の方法 建物（附属設備を除く）…定額法 同　　左

　　但し連結子会社は定率法

その他……定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具　４年～17年

(ロ)無形固定資産 (ロ)無形固定資産

営業権については、取得後５年間 のれんについては、取得後５年間

の均等償却、ソフトウエア（自社 の均等償却、ソフトウエア（自社

利用分）については、社内におけ 利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく る利用可能期間（５年）に基づく

定額法 定額法

(ハ)長期前払費用 (ハ)長期前払費用

定額法 同　　左
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前連結会計年度 当連結会計年度

　　　（自 平成17年４月１日 　　　（自 平成18年４月１日
　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　至 平成19年３月31日）

 (3)重要な引当金の計上 (イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金

　　基準 　債権の貸倒れによる損失に備え 同　　左

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております｡

(ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるた 同　　左

め、支給見込額に基づく連結会計

期間負担額を計上しております。

(ハ)退職給付引当金 (ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため､ 同　　左

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　なお、連結子会社については簡

便法により計上しております。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理すること

としております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

（追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成18年４月に退職一時

金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会社処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。

　本移行に伴う影響額は営業外収

益「その他」として22百万円計上

されております。

(ニ)役員退職慰労引当金 (ニ)役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支払に備え 同　　左
るため、内規に基づき、期末要支
給額の100％を計上しております。

 (4)重要なリース取引の 　リース物件の所有権が借主に移転する 同　　左

　　処理方法 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。
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前連結会計年度 当連結会計年度

　　　（自 平成17年４月１日 　　　（自 平成18年４月１日
　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　至 平成19年３月31日）

 (5)重要なヘッジ会計の (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法

　　方法 　繰延ヘッジ処理を採用しており 　金利スワップについては、特例

ます。なお、特例処理の要件を満 処理の要件を満たしておりますの

たす金利スワップについては、特 で､特例処理を採用しております｡

例処理を採用しております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段

金利スワップ取引 同　　左

・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象

借入金 同　　左

(ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針

　金利変動リスクに備えキャッシ 同　　左

ュ・フローを固定する目的でヘッ

ジ取引を行っております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロ 　金利スワップの特例処理の要件

ーの変動の累計とヘッジ手段のキ を満たしておりますので、有効性

ャッシュ・フローの変動の累計と の評価を省略しております。

を比率分析する方法により、有効

性の評価を行っております。

　ただし、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているものにつ

いては有効性の評価を省略してお

ります。

 (6)その他連結財務諸表 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

　　作成のための基本と 　消費税及び地方消費税の会計処 同　　左

　　なる重要な事項 理は､税抜方式によっております｡

5. 連結子会社の資産及 　連結子会社の資産及び負債の評価につ 同　　左

び負債の評価に関す いては、全面時価評価法を採用しており

る事項 ます。

6. 連結調整勘定の償却 　連結調整勘定は、５年間で均等償却し

に関する事項 ております。

7. のれん及び負ののれ 　負ののれんは、５年間で均等償却して

んの償却に関する事 おります。

項

8. 利益処分項目等の取 　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

扱いに関する事項 処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しております｡

9. 連結キャッシュ・フ 　手許現金、随時引き出し可能な預金及 同　　左

ロー計算書における び容易に換金可能であり、かつ、価値の

資金の範囲 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。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　　　　至 平成19年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用

しております。

　これにより税金等調整前当期純利益が３百万円

減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連

結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直

接控除しております。

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

9,406百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。

（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

18年12月22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ありません。

　連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の

表示に関する変更は以下のとおりであります。

（連結貸借対照表）

　「営業権」は、当連結会計年度から「のれん」

　として表示しております。

（連結損益計算書）

　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度か

　ら「負ののれん償却額」として表示しておりま

　す。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度か

　ら「負ののれん償却額」として表示しておりま

　す。
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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 当連結会計年度
（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

１．担保提供資産 １．担保提供資産

(1) 資産のうち次のとおり債務の担保に供し (1) 資産のうち次のとおり債務の担保に供し

　　ております。 　　ております。

　　なお、当該金額は､下記(2)の建物及び構 　　なお、当該金額は､下記(2)の建物及び構

　　築物（213百万円）並びに土地（2,723百 　　築物（193百万円）並びに土地（2,723百

　　万円）を含んでおります。 　　万円）を含んでおります。

建物及び構築物 477百万円 建物及び構築物 451百万円

土地 3,398百万円 土地 3,398百万円

計 3,876百万円 計 3,850百万円

　上記に対応する債務 　上記に対応する債務

長期借入金 2,050百万円 長期借入金 1,440百万円

(2) 取引上の債務に対する保証として次の資 (2) 取引上の債務に対する保証として次の資

　  産を担保に供しております｡ 　  産を担保に供しております｡

建物及び構築物 213百万円 建物及び構築物 193百万円

土地 2,723百万円 土地 2,723百万円

投資有価証券 624百万円 投資有価証券 639百万円

計 3,560百万円 計 3,556百万円

２．貸付投資有価証券 ２．貸付投資有価証券

　投資有価証券のうち､125百万円については

貸株に提供しております。

３．保証債務 ３．保証債務

　従業員の住宅建設資金の借入金49百万円に 　従業員の住宅建設資金の借入金44百万円に

つき、㈱三井住友銀行に債務保証を行ってお つき、㈱三井住友銀行に債務保証を行ってお

ります。 ります。

４．受取手形割引高 ４．受取手形割引高

　受取手形割引高 141百万円

５．連結会計年度末日満期手形 ５．連結会計年度末日満期手形

　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して

おります。

　なお、当連結会計年度の末日は金融機関の

休日であったため、次の連結会計年度末日満

期手形が連結会計年度末残高に含まれており

ます。

　受取手形 56百万円

　支払手形 1,100百万円

６．手形債権流動化に伴う買戻義務額 ６．手形債権流動化に伴う買戻義務額

2,262百万円 5,142百万円
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前連結会計年度 当連結会計年度
（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

７．債権売却未収入金等 ７．債権売却未収入金等

　債権売却未収入金等は、信託方式による受 　債権売却未収入金等は、信託方式による受

取手形債権の流動化に伴い保有する劣後信託 取手形債権の流動化に伴い保有する劣後信託

受益権(346百万円)及びファクタリング方式 受益権(110百万円)であります。

による流動化に伴う支払留保未収額(199百万

円)であります｡

８．土地再評価 ８．土地再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月 　土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、平成14年３ 31日公布法律第34号）に基づき、平成14年３

月31日に事業用の土地の再評価を行い、当該 月31日に事業用の土地の再評価を行い、当該

再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係 再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、 る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」 これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております｡ として純資産の部に計上しております｡

再評価の方法 再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10 同　　左

年３月31日公布政令第119号）第２条第３号

に定める固定資産税評価額、同条第４号に定

める地価税計算のために公表された価額およ

び同条第５号に定める鑑定評価に基づいて、

合理的な調整を行って算出しております｡

再評価を行った
年月日

平成14年3月31日
再評価を行った
年月日

平成14年3月31日

再評価を行った土
地の期末における
時価と再評価後の
帳簿価額との差額

△338百万円

再評価を行った土
地の期末における
時価と再評価後の
帳簿価額との差額

180百万円

９．発行済株式数等 ９．発行済株式数等

当社の発行済株式総数 当社の発行済株式総数

普通株式 8,798,782株 普通株式 8,798,782株

当社の保有する自己株式数 当社の保有する自己株式数

普通株式 240株 普通株式 100,240株

10．長期滞留債権 10．長期滞留債権

　財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定 同　　左

する破産債権、再生債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　　　　至 平成19年３月31日）

１．低価法による商品の評価損12百万円を売上原価 １．低価法による商品の評価損6百万円を売上原価

　　に算入しております。 　　に算入しております。

２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり ２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり

　　ます。 　　ます。

建物 6百万円 建物 21百万円

器具備品 0百万円 器具備品 1百万円

３．減損損失 ３．減損損失

　当社グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。

種類 場所

土地及び建物 宮崎県日南市

　当社グループは、事業用資産について事業所単位

で資産のグルーピングを行っております。

　当連結会計年度において、継続的な地価の下落及

び資産グループ単位の収益性等を踏まえて検証した

結果、営業損益が悪化し、短期的な業績の回復が見

込まれないことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（３百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を差

し引いて算定しております。

用途

大明工機㈱
日南営業所

－　２１　－



橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

　　（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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

　　　普通株式 8,798,782       -               -               8,798,782       

8,798,782       -               -               8,798,782       

自己株式

　　　普通株式（注） 240             100,000         -               100,240         

240             100,000         -               100,240         

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は固定価格取引による買付けによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（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 109             12円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月22日
取締役会

普通株式 108             12円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月14日

　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　（開示の省略）

　　　リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

　　ため、開示を省略しております。

合計

合計

（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５月16日
取締役会

普通株式 130         利益剰余金 15円00銭 平成19年３月31日平成19年６月14日

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31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 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 　　照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金 1,426 現金及び預金 1,427

現金及び現金同等物の期末残高 1,426 現金及び現金同等物の期末残高 1,427

－　２２　－



橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

（有価証券関係）

当連結会計年度（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） 差額（百万円）

(1)株式 756              1,793       1,037            

(2)その他 848              866         18               

小計 1,604            2,660       1,055            

(1)株式 51               47          △3              

(2)その他 1,456            1,402       △54             

小計 1,507            1,450       △57             

合計 3,112            4,110       998              

(注) 当連結会計年度において、1百万円減損処理を行っております。なお、期末における時価が取得原

価に比べ50％以上下落した場合には全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（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）

133 -                

３．時価評価されていない有価証券

その他有価証券

非上場株式 127              

前連結会計年度（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） 差額（百万円）

(1)株式 744              1,941       1,196            

(2)その他 489              523         33               

小計 1,234            2,464       1,230            

(1)株式 20               17          △2              

(2)その他 800              757         △42             

小計 820              775         △45             

合計 2,054            3,240       1,185            

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

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）

860 －

３．時価評価されていない有価証券

その他有価証券

非上場株式 79               

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

　　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象か
　ら除いております。

連結貸借対照表計上
額（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

1,363              

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

849                

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

－　２３　－



橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、連結子会

社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合

があります。

　なお、当社は、平成18年４月に退職給付制度の一部について、確定拠出年金制度へ移行しており

ます。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

（1）退職給付債務 △1,422                 △1,281                 

（2）年金資産 790                     837                     

（3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △632                   △443                   

（4）未認識数理計算上の差異 46                      △14                    

（5）未認識過去勤務債務 14                      12                      

（6）退職給付引当金(3)＋(4)＋(5) △570                   △445                   

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

退職給付費用 139                     135                     

（1）勤務費用 105                     110                     

（2）利息費用 26                      24                      

（3）期待運用収益（減算） △7                     △7                     

（4）過去勤務債務の費用処理額 2                       2                       

（5）数理計算上の差異の費用処理額 12                      6                       

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は(1)勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

（1）割引率 2.0％ 2.0％ 

（2）期待運用収益率 1.0％ 1.0％ 

（3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

（4）過去勤務債務の額の処理年数（注１） 10年 10年 

（5）数理計算上の差異の処理年数（注２） 10年 10年 

（注１）過去勤務債務は、そ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費用処理することとしております。

（注２）数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

　　　　定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

　　　　処理することとしております。

－　２４　－



橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

（税効果会計関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31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 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 　　因別の内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払事業税 58百万円 未払事業税 24百万円

賞与引当金 76百万円 賞与引当金 107百万円

貸倒引当金 655百万円 貸倒引当金 857百万円

退職給付引当金 222百万円 退職給付引当金 172百万円

役員退職慰労引当金 284百万円 役員退職慰労引当金 284百万円

投資有価証券評価損 26百万円 投資有価証券評価損 13百万円

その他 166百万円 その他 177百万円

繰延税金資産小計 1,490百万円 繰延税金資産小計 1,638百万円

評価性引当額 △85百万円 評価性引当額 △194百万円

繰延税金資産合計 1,405百万円 繰延税金資産合計 1,444百万円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △1,066百万円 固定資産圧縮積立金 △1,463百万円

土地再評価差額金 △638百万円 土地再評価差額金 △528百万円

その他有価証券評価差額 △474百万円 その他有価証券評価差額 △399百万円

連結子会社の資産の評価差額 △18百万円 連結子会社の資産の評価差額 △18百万円

繰延税金負債合計 △2,198百万円 繰延税金負債合計 △2,410百万円

繰延税金負債の純額 △793百万円 繰延税金負債の純額 △966百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目 　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目

　　別の内訳 　　別の内訳

法定実効税率 40.6％ 法定実効税率 40.6％

（調整） （調整）

3.5％ 3.4％

評価性引当額 3.1％ 評価性引当額 5.5％

住民税均等割等 0.6％ 住民税均等割等 0.5％

連結調整勘定償却額 △1.5％ 負ののれん償却額 △1.1％

その他 △1.7％ その他 △2.0％

44.6％ 46.9％
税効果会計適用後の法人
税等の負担率

交際費等永久に損金に算
入されない項目

交際費等永久に損金に算
入されない項目

税効果会計適用後の法人
税等の負担率
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（セグメント情報）

１．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）

　当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業者として、管材類、衛生陶器･金具類、

住設機器類及び空調類の仕入、販売を行っております｡

　当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

３．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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

　前連結会計年度（自　平成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）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（企業結合等）

　該当事項はありません。
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橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　（自 平成17年４月１日 　 　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　至 平成18年３月31日）  　　　　　　至 平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 999円33銭  １株当たり純資産額 1,081円39銭

１株当たり当期純利益金額 92円58銭  １株当たり当期純利益金額 120円32銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ  　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  いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  ません。

（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。

前連結会計年度 当連結会計年度

　（自　平成17年４月１日 　（自　平成18年４月１日
　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

当期純利益（百万円） 821 1,050

6 －

（6 ） （－ ）

814 1,050

8,798,567 8,731,967

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（売上高の状況）

商品別売上高 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

　（自　平成17年４月１日 　（自　平成18年４月１日
　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

％ ％

40,483       39.5 43,722       40.1

33,498 32.7 33,819 31.1

14,187       13.8 15,028       13.8

14,303       14.0 16,304       15.0

102,472 100.0 108,874 100.0

管材類

合計

空調・ポンプ・その他

住宅設備機器類

衛生陶器・金具類

期 中 平 均 株 式 数
（株）

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）

普通株式に係る当期純利益
（百万円）
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 1,273 1,134

２．受取手形 4,704 5,346

３．売掛金 15,824 15,765

４．商品 4,647 4,580

５．前渡金 2 3

６．前払費用 136 125

７．繰延税金資産 168 225

８．短期貸付金 134 140

９．未収入金 359 387

10．債権売却未収入金等 545 110

11．その他 11 17

　　貸倒引当金 △ 115 △ 1,069

流動資産合計 27,693 66.5 26,767 62.0

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 3,031 3,331

　 減価償却累計額 1,258 1,772 1,333 1,997

(2)構築物 175 178

　 減価償却累計額 127 48 133 45

(3)機械及び装置 117 116

　 減価償却累計額 88 29 91 24

(4)車両運搬具 9 8

　 減価償却累計額 8 0 8 0

(5)器具備品 185 189

　 減価償却累計額 113 71 128 61

(6)土地 5,631 6,733

(7)建設仮勘定 － 7

有形固定資産合計 7,554 18.1 8,869 20.5

－　２８　－
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前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産

（1)営業権 2 -

（2)のれん - 1

（3)借地権 1 0

（4)ソフトウェア 4 1

（5)その他 16 16

無形固定資産合計 25 0.1 19 0.0

３．投資その他の資産

（1)投資有価証券 3,284 4,208

（2)関係会社株式 279 279

（3)出資金 6 5

（4)長期貸付金 1,762 1,627

（5)従業員長期貸付金 5 6

（6)長期滞留債権 1,420 894

（7)長期前払費用 5 3

（8)保険積立金 1,018 1,103

（9)敷金及び保証金 493 499

(10)会員権 153 133

(11)その他 300 300

　　貸倒引当金 △ 2,366 △ 1,525

投資その他の資産合計 6,361 15.3 7,538 17.5

固定資産合計 13,941 33.5 16,428 38.0

資産合計 41,634 100.0 43,195 100.0

－　２９　－
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金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．支払手形 9,125 9,465

２．買掛金 11,221 14,350

2,452 900

４．一年内償還予定の社債 1,000 2,400

５．未払金 479 309

６．未払費用 58 106

７．未払法人税等 724 190

８．未払消費税等 68 45

９．前受金 19 11

10．預り金 141 72

11．前受収益 2 9

12．賞与引当金 163 250

13．その他 55 78

流動負債合計 25,514 61.3 28,191 65.2

Ⅱ 固定負債

１．社債 3,100 700

２．長期借入金 1,600 2,225

３．繰延税金負債 332 674

638 528

５．退職給付引当金 513 393

６．役員退職慰労引当金 711 711

７．預り保証金 552 589

８．その他 0 -

固定負債合計 7,448 17.9 5,822 13.5

負債合計 32,962 79.2 34,013 78.7

当事業年度

（平成19年３月31日）

３．一年内返済予定の長期
　　借入金

４．再評価に係る繰延税金
　　負債

前事業年度

（平成18年３月31日）

－　３０　－
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金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ 資本金 542 1.3 － －

Ⅱ 資本剰余金

資本準備金 434 －

資本剰余金合計 434 1.0 － －

Ⅲ 利益剰余金

１．利益準備金 75 －

２．任意積立金

(1)固定資産圧縮積立金 1,614 －

(2)別途積立金 3,860 －

３．当期未処分利益 892 －

利益剰余金合計 6,442 15.5 － －

Ⅳ 土地再評価差額金 554 1.3 － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金 697 1.7 － －

Ⅵ 自己株式 △ 0 △ 0.0 － －

資本合計 8,671 20.8 － －

負債資本合計 41,634 100.0 － －

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 － － 542      1.2   

２．資本剰余金

(1)資本準備金 － 434      

資本剰余金合計 － － 434      1.0   

３．利益剰余金

(1)利益準備金 － 75       

(2)その他利益剰余金

 　固定資産圧縮積立金 － 2,185    

　 別途積立金 － 4,420    

 　繰越利益剰余金 － 651      

利益剰余金合計 － － 7,333    17.0  

４．自己株式 － － △106    △0.2 

株主資本合計 － － 8,203    19.0  

Ⅱ 評価・換算差額等

－ － 589      1.4   

２．土地再評価差額金 － － 389      0.9   

評価・換算差額等合計 － － 978      2.3   

純資産合計 － － 9,182    21.3  

負債純資産合計 － － 43,195   100.0 

１．その他有価証券評価差
　　額金

当事業年度

（平成19年３月31日）

前事業年度

（平成18年３月31日）

－　３１　－
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（２）損益計算書

前事業年度 当事業年度

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 98,648 100.0 104,655 100.0

Ⅱ 売上原価

１．商品期首たな卸高 4,539    4,647    

２．当期商品仕入高 90,110   95,330   

合計 94,649   99,978   

３．商品期末たな卸高 4,647    90,002   91.2 4,580    95,397   91.2

　　売上総利益 8,646 8.8 9,258 8.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１．運賃荷造費 1,181    1,282    

２．支払手数料 364      413      

３．旅費交通費 216      236      

４．通信費 180      182      

５．交際費 95       119      

６．役員報酬 142      154      

７．給料手当 2,933    3,156    

８．賞与引当金繰入額 163      250      

９．退職給付費用 140      120      

7        －

698      754      

12．賃借料 529      345      

13．事務用消耗品費 151      140      

14．減価償却費 83       87       

15．租税公課 73       76       

16．その他 411 7,376 7.5 681 8,001 7.6

　　営業利益 1,269 1.3 1,256 1.2

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 138      196      

２．受取配当金 35       26       

３．仕入割引 437      497      

４．賃貸収入 174      217      

５．その他 46       832      0.8 109      1,047    1.0

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 187      165      

２．手形売却損 137      208      

３．売上割引 249      293      

４．賃貸費用 61       62       

５．その他 71       707      0.7 96       827      0.8

　　経常利益 1,394 1.4 1,476 1.4

10．役員退職慰労引当金繰
　　入額

11．法定福利費及び福利厚
　　生費

 　（自 平成18年4月１日
 　　至 平成18年3月31日）  　　至 平成19年3月31日）
 　（自 平成17年4月１日

－　３２　－
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前事業年度 当事業年度

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益

１．土地売却益 5        1,098    

２．投資有価証券売却益 841      133      

３．借地権売却益 － 2        

４．収用補償金 203      1,050    1.1 － 1,233    1.2

Ⅶ 特別損失

１．貸倒引当金繰入額 797 660

２．債権譲渡損 135      －

３．商品評価損 64       188      

４．固定資産除却損 3        23       

５．投資有価証券評価損 － 1        

６．会員権評価損 － 0        

７.その他 54       1,055 1.1 － 874 0.8

　　税引前当期純利益 1,389 1.4 1,836 1.8

878      638      

　　法人税等調整額  △215 662 0.7 247 885 0.9

　　当期純利益 727 0.7 950 0.9

　　前期繰越利益 256

　　中間配当額 87       

△2      

　　当期未処分利益 892

　　法人税、住民税及び事
　　業税

　　土地再評価差額金取崩
　　額

 　（自 平成18年4月１日
 　　至 平成18年3月31日）  　　至 平成19年3月31日）
 　（自 平成17年4月１日
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(３)利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度

（平成18年６月29日）

金額（百万円）

Ⅰ 当期未処分利益  892

Ⅱ 任意積立金取崩額

14          14          

 907

Ⅲ 利益処分額

１．配当金 109         

２．役員賞与金 6           

　（うち監査役賞与金） (1)

３．別途積立金 560         676         

Ⅳ 次期繰越利益  230

（注）（　）内の日付は株主総会承認日であります。

合計

１．固定資産圧縮積立金取
　　崩額

－　３４　－
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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） （単位：百万円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 542    434    434    75     1,614  3,860  892 6,442 △0    7,419

利益処分による固
定資産圧縮積立金
取崩額

△14   14     -      -      

固定資産圧縮積立
金取崩額

△23   23     -      -      

固定資産圧縮積立
金の積立

609    △609  -      -      

別途積立金の積立 560    △560  -      -      

利益処分による剰
余金の配当

△109  △109  △109  

剰余金の配当 △108  △108  △108  

利益処分による役
員賞与

△6    △6    △6    

当期純利益 950 950 950

自己株式の取得 △106  △106  

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

164    164    164    

-      -      -      -      571    560     △241 890 △106  784

平成19年３月31日残高 542    434    434    75     2,185  4,420  651 7,333 △106  8,203

評価・換算差額等

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日残高 697    554    1,252  8,671

利益処分による固
定資産圧縮積立金
取崩額

-      

固定資産圧縮積立
金取崩額

-      

固定資産圧縮積立
金の積立

-      

別途積立金の積立 -      

利益処分による剰
余金の配当

△109  

剰余金の配当 △108  

利益処分による役
員賞与

△6    

当期純利益 950

自己株式の取得 △106  

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

△108  △164  △273  △108  

△108  △164  △273  510

平成19年３月31日残高 589    389    978    9,182

株主資本
合計

資本金 資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

利益剰余
金合計

自己株式

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合
計

事業年度中の変動額

純資産合
計

事業年度中の変動額合
計

－　３５　－
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重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

　　　（自 平成17年４月１日 　　　（自 平成18年４月１日
　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　至 平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準 (1)子会社株式 (1)子会社株式

　　及び評価方法 移動平均法による原価法 同左

(2)その他有価証券 (2)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 　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 価法（評価差額は全部純資産直入

により処理し、売却原価は移動平 法により処理し、売却原価は移動

均法により算定） 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

２．デリバティブ等の評 デリバティブ 同左

　　価基準及び評価方法 時価法

３．たな卸資産の評価基 商品 同左

　　準及び評価方法 総平均法に基づく低価法

４．固定資産の減価償却 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産

　　の方法 建物（附属設備を除く）…定額法 同左

その他……定率法

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

　建物……………４～50年

　建物附属設備…３～18年

　構築物…………６～30年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産

　営業権については、取得後５年 　のれんについては、取得後５年

間の均等償却によっております。 間の均等償却によっております。

　ソフトウエア（自社利用分）に 　ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能 ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によ 期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 っております。

(3)長期前払費用 (3)長期前払費用

定額法 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 同左

　め、一般債権については貸倒実績率に

　より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

　いては個別に回収可能性を検討し、回

　収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金

　　従業員の賞与の支払に備えるため、 同左

　支給見込額に基づく当期負担額を計上

　しております。

－　３６　－
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前事業年度 当事業年度
　　　（自 平成17年４月１日 　　　（自 平成18年４月１日
　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　至 平成19年３月31日）
(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金
　　従業員の退職給付に備えるため、当 同左
　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。
　　過去勤務債務については、その発生
　時の従業員の平均残存勤務期間以内の
　一定の年数（10年）による定額法によ
　り費用処理することとしております。
　　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。

（追加情報）
　当社は、確定拠出年金の施行に
伴い、平成18年４月に退職一時金
制度の一部について確定拠出年金
制度へ移行し、「退職給付制度間
の移行等に関する会計処理」（企
業会計基準適用指針第１号）を適
用しております。
　本移行に伴う影響額は営業外収
益「その他」として22百万円計上
されております。

(4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金
　　役員の退職慰労金の支払に備えるた 同左
　め､内規に基づき期末要支給額の100％
　を計上しております。

６．リース取引の処理方 　リース物件の所有権が借主に移転する 同左
　　法 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。

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
　　繰延ヘッジ処理を採用しております｡ 　　金利スワップについては、特例処理
　　なお、特例処理の要件を満たす金利 　の要件を満たしておりますので、特例
　スワップについては、特例処理を採用 　処理を採用しております｡
　しております｡
(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 同左
　　金利スワップ取引
・ヘッジ対象
　　借入金

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針
　　金利変動リスクに備えキャッシュ・ 同左
　フローを固定する目的でヘッジ取引を
　行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法
　　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの 　　金利スワップの特例処理の要件を満
　変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ 　たしておりますので、有効性の評価を
　・フローの変動の累計とを比率分析す 　省略しております。
　る方法により、有効性の評価を行って
　おります。
　　ただし、金利スワップの特例処理の
　要件を満たしているものについては、
　有効性の評価を省略しております。

８．その他財務諸表作成 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
　　のための基本となる 　　消費税及び地方消費税の会計処理は 同左
　　重要な事項 　税抜方式によっております。
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会計方針の変更

前事業年度 当事業年度

　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　　　至 平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月

31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

9,182百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における貸借対照表は、改正後の財務諸表等規

則により作成しております｡

（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ありません。

　財務諸表等規則の改正による財務諸表の表示に

関する変更は以下のとおりであります。

（貸借対照表）

　「営業権」は、当事業年度から「のれん」とし

　て表示しております。
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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 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

　１．担保提供資産 　１．担保提供資産
(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供して (1)資産のうち次のとおり債務の担保に供して
　 おります。 　 おります。
　　 なお、当該金額は､下記(2)の建物（213 　　 なお、当該金額は､下記(2)の建物（193
 　百万円）並びに土地（2,723百万円）を含  　百万円）並びに土地（2,723百万円）を含
 　んでおります。  　んでおります。

建物 304百万円 建物 285百万円
土地 3,368百万円 土地 3,368百万円
　計 3,673百万円 　計 3,654百万円

 　上記に対応する債務  　上記に対応する債務
長期借入金 1,850百万円 長期借入金 1,400百万円

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産 (2)取引上の債務に対する保証として次の資産
 　を担保に供しております。  　を担保に供しております。

建物 213百万円 建物 193百万円
土地 2,723百万円 土地 2,723百万円
投資有価証券 624百万円 投資有価証券 639百万円
　計 3,560百万円 　計 3,556百万円

　２．貸付投資有価証券 　２．貸付投資有価証券
投資有価証券のうち､125百万円については貸
株に提供しております。

　３．土地再評価 　３．土地再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31
日公布法律第34号）に基づき、平成14年３月 日公布法律第34号）に基づき、平成14年３月
31日に事業用の土地の再評価を行い、当該再 31日に事業用の土地の再評価を行い、当該再
評価に係る税金相当額を「再評価に係る繰延 評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
税金負債」として負債の部に計上し、これを 繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
控除した金額を「土地再評価差額金」として れを控除した金額を「土地再評価差額金」と
資本の部に計上しております。 して純資産の部に計上しております。
再評価の方法 再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10 同左
年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に
定める固定資産税評価額、同条第４号に定め
る地価税計算のために公表された価額及び同
条第５号に定める鑑定評価に基づいて、合理
的な調整を行って算出しております｡
再評価を行った年月日 再評価を行った年月日

再評価を行った土地の期末における時価と 再評価を行った土地の期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額 再評価後の帳簿価額との差額

△ 338百万円 180百万円

　４．授権株式数 普通株式 19,000,000株 　４．授権株式数 普通株式 35,000,000株
発行済株式総数 普通株式　8,798,782株 発行済株式総数 普通株式　8,798,782株

　５．配当制限 　５．配当制限
商法施行規則第124条第３号の規定に関する
資産に時価を付したことにより増加した純資
産額は、697百万円であります。
　土地再評価差額金は、土地の再評価に関す
る法律第７条の２第１項の規定により、配当
に充当することが制限されております。

平成14年3月31日 平成14年3月31日

－　３９　－



橋本総業㈱（７５７０）　　平成19年３月期決算短信

前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

　６．自己株式 　６．自己株式

　　当社が保有する自己株式の数は、普通株

　式240株であります。

　７．長期滞留債権 　７．長期滞留債権

　　財務諸表等規則第32条第１項第10号に規 同左

　定する破産債権、再生債権、更生債権、そ

　の他これらに準ずる債権であります。

　８．保証債務 　８．保証債務

　 従業員の住宅建設資金の借入金49百万円 　 従業員の住宅建設資金の借入金44百万円

　につき、㈱三井住友銀行に債務保証を行っ 　につき、㈱三井住友銀行に債務保証を行っ

　ております。 　ております。

　　また、子会社である㈱ハットリビングの

　㈱みずほ銀行よりの借入金10百万円につい

　て債務保証を行っております。

　９．手形債権流動化に伴う買戻義務額 　９．手形債権流動化に伴う買戻義務額

2,262百万円 5,142百万円

　10. 期末日満期手形 　10. 期末日満期手形

　　事業年度末日の満期手形の会計処理につ

　いては、手形交換日をもって決済処理して

　おります。

　　なお、当事業年度の末日は金融機関の休

　日であったため、次の満期手形が事業年度

　末日の残高に含まれております。

　　受取手形 11百万円

　　支払手形 784百万円

　11．債権売却未収入金等 　11．債権売却未収入金等

　　債権売却未収入金等は、信託方式による 　　債権売却未収入金等は、信託方式による

　受取手形債権の流動化に伴い保有する劣後 　受取手形債権の流動化に伴い保有する劣後

　信託受益権（346百万円)及びファクタリン 　信託受益権（110百万円）であります。

　グ方式による流動化に伴う当該債権の支払

　留保未収額（199百万円）であります。

　（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度
　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31日） 　　　　　　　至 平成19年３月31日）

　１．低価法による商品の評価損12百万円を売上原 　１．低価法による商品の評価損6百万円を売上原

価に算入しております。 価に算入しております。

　２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり 　２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 ます。

建物 3百万円 建物 21百万円

器具備品 0百万円 器具備品 1百万円
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（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）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付けによる増加であります。

（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度
　　　　　　（自 平成17年４月１日 　　　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　　至 平成18年３月31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 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 　　因別の内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払事業税 58百万円 未払事業税 24百万円

賞与引当金 65百万円 賞与引当金 100百万円

貸倒引当金 645百万円 貸倒引当金 853百万円

退職給付引当金 205百万円 退職給付引当金 157百万円

役員退職慰労引当金 284百万円 役員退職慰労引当金 284百万円

投資有価証券評価損 26百万円 投資有価証券評価損 13百万円

会員権評価損 37百万円 その他 168百万円

その他 129百万円 繰延税金資産小計 1,601百万円

繰延税金資産小計 1,452百万円 評価性引当額 △194百万円

評価性引当額 △85百万円 繰延税金資産合計 1,407百万円

繰延税金資産合計 1,367百万円 （繰延税金負債）

（繰延税金負債） 固定資産圧縮積立金 △1,463百万円

固定資産圧縮積立金 △1,066百万円 土地再評価差額金 △528百万円

土地再評価差額 △638百万円 その他有価証券評価差額金 △392百万円

有価証券評価差額 △465百万円 繰延税金負債合計 △2,384百万円

繰延税金負債合計 △2,170百万円 繰延税金負債の純額 △977百万円

繰延税金負債の純額 △802百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目 　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目

　　別の内訳 　　別の内訳

法定実効税率 40.6％ 法定実効税率 40.6％

（調整） （調整）

3.5％ 3.6％

評価性引当額 3.3％ 評価性引当額 5.9％

住民税均等割等 0.5％ 住民税均等割等 0.4％

その他 △0.3％ 受取配当金 △0.1％

47.6％ その他 △2.2％

48.2％

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

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）

普通株式（注） 240               100,000           － 100,240           

合計 240               100,000           － 100,240           
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（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

　　　　　（自 平成17年４月１日 　 　　　　（自 平成18年４月１日
　　　　　　至 平成18年３月31日）  　　　　　　至 平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 984円83銭  １株当たり純資産額 1,055円63銭

１株当たり当期純利益金額 81円88銭  １株当たり当期純利益金額 108円90銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ  　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  いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  ません。

（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 当事業年度
　（自　平成17年４月１日 　（自　平成18年４月１日
　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

当期純利益（百万円） 727 950

6 －

（6 ） （－ ）

720 950

8,798,567 8,731,967

（有価証券関係）

　　　前期（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）及び当期（自 平成18年４月１日　至 平

　　成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

期中平均株式数（株）

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）

普通株式に係る当期純利益
（百万円）
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