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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 15,921 ― 173 ― △81 ― △346 ―

19年３月期 10,637 ― △106 ― △89 ― △420 ―

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 ％ ％ ％

20年３月期 △61 87 ― ― △83.1 △1.0 1.1

19年３月期 △75 16 ― ― △53.7 △0.9 △1.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 ― 百万円 19年３月期 ― 百万円

  (2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 6,198 314 5.1 56 29

19年３月期 9,697 518 5.3 92 63

（参考）自己資本 20年３月期 314百万円 19年３月期 518百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 4,007 257 △4,500 497

19年３月期 △1,028 181 472 732

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年３月期（予想） ― ― 5 00 5 00 ― 29.4 ―

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21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 7,840 △6.2 49 △5.4 34 ― 32 ― 5 82

通　期 16,000 0.5 131 △24.3 100 ― 95 ― 16 99
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針」に記載しております。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 6,050,000株 19年３月期 6,050,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 457,400株 19年３月期 456,800株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　(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

　 の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３ページ「１.経営成績(１)経営成績に

　 関する分析」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       

   　  当期におけるわが国経済は、前半は堅調な民需に支えられたものの、後半に入ってサブプライムローン問

　   題による米国の景気減速や原油・資源価格の高騰、円高と株価下落などの影響により、景気の減速感が顕著

     になってきました。                                     

　     当住宅関連業界におきましては、当期における新設住宅着工戸数は1,035千戸（前期比19.4%減）となり、

     当社の販売対象となります戸建住宅の着工戸数432千戸（前期比12.3%減）と前期を大きく下回りました。

     また、改正建築基準法の施行により建築確認手続きの混乱、停滞により 7月以降の住宅着工戸数にも大幅な

     影響がでました。                                     

     　このような状況の中、当社は、「利益の出せる体質作り」を基本に、安定収益確保のために量から質への

     転換を図り、全社一丸となって総利益率の改善、生産性の向上、コスト削減に取組んでまいりました。

　     以上の結果、売上高は15,921百万円、営業利益173百万円となりましたが、投資有価証券運用損206百万円

     を営業外費用で計上したこと等により経常損失81百万円となりました。また、特別損失として保有投資有価     

　　 証券の減損損失 283百万円，特別利益として貸倒引当金戻入益 12百万円、賞与引当金戻入益 10百万円を計

　　 上したことにより当期純損失 346百万円となりました。                                     
 
     ②次期の見通し

       次期の見通しにつきましては、原油・資源価格の高騰、円高基調の為替動向などに加え米国経済減速の影

     響など国内経済は、当面予断を許さない状況で推移していくものと思われます。

       当住宅関連業界におきましては、改正建築基準法の施行に伴う影響は徐々に落ち着きつつあるものの、新

     設住宅着工戸数が低迷するなか、他社との競争の激化や販売市況の悪化など大変厳しい環境が続くものと予

     想されます。

       このような状況下において当社は、「利益の出せる体質作り」を基本に、全社員の専門知識のレベルアッ

     プを図り安定収益確保に努めてまいります。具体的には、新規開拓に注力し、積極的な営業展開と前期に引

     き続き、売上総利益率の改善、生産性の向上、コスト削減に積極的に取り組んでまいります。また、財務内

　　 容の改善を行い更なる借入金の削減に努めてまいります。

       以上により次期の業績につきましては、売上高 16,000百万円、営業利益　131百万円、経常利益 100百万

     円、当期純利益 95百万円を見込んでおります。　                                      
 

   (注)上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後

 様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。                                    

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況 

    　 当期末における資産につきましては、前期末に比べ34億98百万円減少して、61億98百万円となりました。

     主な要因は、売上高減少に伴う受取手形及び売掛金の減少21億61百万円、投資有価証券の減損処理等による

     減少5億60百万円、棚卸資産４億76百万円の減少等であります。                                        

　     負債につきましては、前期末に比べて32億95百万円減少して、58億84百万円となりました。主な要因は、

     借入金返済に伴う短期借入金が45億円減少したものの、買掛金が12億63百万円増加したこと等によるもので　　　　

　     あります。

       純資産につきましては、前期末に比べて2億3百万円の減少となりました。主な要因は、当期純損失3億46        

     百万円によるものであります。                                        

 

     ②キャッシュ・フローの状況            

       当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、後述の各増減要因により、4億59百万円と

     なりました。

         (営業活動によるキャッシュ・フロー）             

       営業活動による資金は、40億7百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少22億59百万円、

     及び仕入債務の増加12億16百万円であります。

         (投資活動によるキャッシュ・フロー）            

 　　　投資活動による資金は、２億57百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の売却２億７百

     万円であります。                      

         (財務活動によるキャッシュ・フロー）            

       財務活動による資金は、45億円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少45億円であります。
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         (キャッシュ・フロー関連指標の推移)             

平成20年３月期 平成19年３月期 平成18年９月期 平成17年９月期

自己資本比率（％） 5.1 5.3 10.4 15.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.1 28.7 32.5 31.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.4 ― ― 31.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
84.1 ― ― 2.5

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/キャッシュ・フロー                            

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　キャッシュ・フロー/利払い                        

　(注１) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　(注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　(注３) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

　　　　 ります。

　(注４) 19年３月期及び18年９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・ガバレ

         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、数値の記載を省略し

         ております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社の利益配分に関する基本方針は、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら配当の安

定性を確保し、株主の皆様に対する利益還元を積極的に行っていくことにあります。当期の期末配当につき

ましては、前記のとおり当期純損失を計上する厳しい状況にあることから、株主の皆様には誠に遺憾ながら

無配とさせていただきました。なお、平成21年３月期の期末配当につきましては、１株につき５円を予定し

ております。

 

(4）事業等のリスク

 当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものが考えられます。

 

     ①新設住宅着工戸数の増減による業績への影響

       住宅関連業界においては、新設住宅着工戸数の増減が業績に影響を及ぼす最大の要因であり、特に当社は、    

     木造戸建住宅関連（商品）を販売の対象としているため、その動向に左右されることとなりますが、当社は

     この影響を排除し、売上高及び総利益の安定的成長を図るため、新規取引先の開拓や、住宅１棟当たりの受

     注シェアの拡大に積極的に取り組んでおります。  

 

     ②与信管理面における不良債権の突発的発生による業績への影響                        

       当社の販売先はハウスメーカー、ゼネコン、デベロッパー、工務店等が中心ですが、景気の動向や、金融

     機関の対応変化により、取引先の経営状況に大きな変化が出る場合があります。この結果、得意先への債権

     金額が貸倒れとなるリスクがあります。                                       

       このリスクを回避するため、当社においては、外部情報の活用や社内審査を厳重に実施しております。

 

     ③合板の市況変動による業績への影響             

 　    当社の主要取扱商品である合板については、市況商品であるため、価格が大きく変動する場合があり、特

     に為替や原木輸出国の動向等により影響を受ける事になりますが、当社においては、市況動向の見極めを的

     確にすると共に、極力在庫の圧縮に努め、リスク回避を図っております。
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２．企業集団の状況
 　当社は親会社であるJKホールディングス株式会社のグループ子会社に属し、親会社の事業分野のうち

 直需販売による総合建材卸売事業を主として行っております。     

　 当社は、建材及び住宅設備機器など住宅関連資材の直需販売を主たる業務とし、外装材等については

 商品の販売のみならず、施工工事も行っております。なお、事業系統図を示すと次のとおりであります。   

 

 仕   入   先（メーカー・商社等） 

ハ ウ ス メ ー カ ー ・ 総 合 建 設 業 ・ 工 務 店 等 

(商品売上) (工事売上) 

(商品仕入) 

当 社 

販 売 事 業 工 事 事 業 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 　当社は建材及び住宅設備機器等住宅建築資材の専門商社でありますが、最大の特色は、同業他社が木材店     

 ・建材店等への卸売が主であるのに対し、創業当初よりユーザーメリットに重点を置いて同業他社に先がけ

 て流通経路を短縮化した直需販売により、全国有力メーカーを中心に 700社余の仕入先の商品を近畿を中心

 として、東海地区以西九州に至る西日本地域で、10ヶ所の支店及び支店に併設された物流倉庫を通じ、ハウ

 スメーカー・総合建設業・一般工務店等1,800社余におよぶ得意先を対象にして営業を展開している点にあり

 ます。                                         

 　また、物流面においては、注文に即応できるジャスト・イン・タイムの物流システムを確立しており、豊

 富な品揃えと、現場毎・邸別毎にそれぞれの工程に応じた配送を行い“必要なものを必要なだけ必要なとき

 に”をモットーとした物流体制が得意先にとって、大きなメリットとなっております。当社はその時代時代

 の空間創造の担い手たらんことを経営理念として事業展開を図ってまいりましたが、今後も、心のゆとりを

 反映した人にやさしい豊かな住空間を創り出すという使命を果すべく弛みない研鑚とより一層の努力を続

 けてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

 　当社は、安定した収益の確保による企業価値の向上と経営の安定性の観点から収益面での経営指標を重視

 しております。具体的には、売上総利益率、営業利益率及び経常利益率の向上を図ってまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

　 当社は創業以来最大の特色となっている、直需販売体制と物流体制をより一層活用して、営業面において

 は取引先のニーズに即応するため、メーカー・仕入先より市場の状況や商品情報等を収集・分析し、ユーザ

 ーとメーカーの間というポジションを活用して、迅速で確実な情報提供を行い、一歩進んだ提案型営業を推

 進するとともに住宅需要の大きな進展は望めない厳しい環境が続くものと予想される中で、営業力の強化、

 充実を図り、地域に密着した営業を展開し、新規取引先の開拓はもちろん、住宅一棟当たりの受注シェアの

 拡大に重点を置き、また物流面においても更なる合理化を図り、将来の業務の拡大に取り組んでまいります。 
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   837,337   547,643  △289,693

２．受取手形 ※1  1,748,084   1,012,589  △735,494

３．売掛金   3,738,557   2,312,497  △1,426,059

４．商品   653,244   220,308  △432,935

５．未成工事支出金   101,550   58,167  △43,383

６．前払費用   18,729   19,933  1,203

７．繰延税金資産   40,000   40,000  ―

８．その他   8,546   10,410  1,864

９．貸倒引当金   △110,300   △70,300  40,000

流動資産合計   7,035,750 72.6  4,151,251 67.0 △2,884,498

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  760,901   761,790    

減価償却累計額  573,239 187,661  588,601 173,188  △14,473

(2）構築物  43,984   43,984    

減価償却累計額  38,102 5,881  38,874 5,109  △771

(3）車両及び運搬具  30,486   32,131    

減価償却累計額  25,478 5,007  26,152 5,979  971

(4）工具、器具及び備品  58,263   58,943    

減価償却累計額  51,066 7,197  52,546 6,396  △800

(5）土地   1,234,338   1,234,338  ―

有形固定資産合計   1,440,086 14.8  1,425,012 23.0 △15,073
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   4,399   2,910  △1,488

(2）電話加入権   8,815   ―  △8,815

無形固定資産合計   13,215 0.1  2,910 0.0 △10,304

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,025,478   464,580  △560,897

(2）出資金   15,450   15,450  ―

(3）従業員長期貸付金   6,543   1,230  △5,313

(4）破産更正債権等   291,792   193,395  △98,397

(5）長期前払費用   1,606   3,080  1,474

(6）敷金・保証金   110,362   110,690  327

(7）その他   7,800   7,800  ―

(8）貸倒引当金   △250,426   △176,485  73,940

投資その他の資産合計   1,208,607 12.5  619,741 10.0 △588,866

固定資産合計   2,661,910 27.4  2,047,665 33.0 △614,244

資産合計   9,697,660 100.0  6,198,916 100.0 △3,498,743
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※１  123,754   76,836  △46,918

２．買掛金   2,257,734   3,521,292  1,263,558

３．短期借入金   6,400,000   1,900,000  △4,500,000

４．未払金   101,581   52,918  △48,663

５．未払費用   28,607   35,223  6,615

６．未払法人税等   1,634   5,786  4,151

７．未払消費税等   6,852   47,188  40,336

８．前受金   8,740   5,741  △2,999

９．賞与引当金   42,700   53,100  10,400

10．預り金   12,389   ―  △12,389

11．その他   1,355   2,848  1,493

流動負債合計   8,985,351 92.7  5,700,936 92.0 △3,284,415

Ⅱ　固定負債         

１．繰延税金負債   60,205   59,959  △245

２．退職給付引当金   121,517   109,224  △12,293

３．預り保証金   12,500   14,000  1,500

固定負債合計   194,223 2.0  183,184 2.9 △11,039

負債合計   9,179,574 94.7  5,884,120 94.9 △3,295,454
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   500,000 5.2  500,000 8.1 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  156,500   156,500    

資本剰余金合計   156,500 1.6  156,500 2.5 ―

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  40,337   40,337   ―

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  90,308   89,939   △368

別途積立金  300,000   300,000   ―

繰越利益剰余金  △254,053   △599,736   △345,682

利益剰余金合計   176,592 1.8  △169,459 △2.7 △346,051

４．自己株式   △171,478 △1.8  △171,814 △2.8 △336

株主資本合計   661,614 6.8  315,226 5.1 △346,387

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △142,173 △1.5  △12 △0.0 142,160

２．繰延ヘッジ損益   △1,355 △0.0  △417 △0.0 938

評価・換算差額等合計   △143,528 △1.5  △430 △0.0 143,098

純資産合計   518,085 5.3  314,796 5.1 △203,288

負債純資産合計   9,697,660 100.0  6,198,916 100.0 △3,498,743
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．商品売上高  10,360,606   15,009,519   

２．完成工事高  277,188 10,637,795 100.0 912,026 15,921,545 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  630,300   653,244   

２．当期商品仕入高  9,617,069   13,010,337   

小計  10,247,369   13,663,582   

３．他勘定振替高 ※１ 20,084   1,618   

４．商品期末たな卸高  653,244   220,308   

５．商品売上原価  9,574,041   13,441,654   

６．完成工事原価  251,596 9,825,637 92.4 814,766 14,256,421 89.5

売上総利益   812,158 7.6  1,665,123 10.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  918,349 8.6  1,492,113 9.4

営業利益   ― ―  173,010 1.1

営業損失   106,191 △1.0  ― ―

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息及び配当金  2,638   4,375   

２．仕入割引  38,108   15,916   

３．投資有価証券運用益  25,868   ―   

４．為替差益  245   ―   

５．その他  1,530 68,390 0.7 948 21,240 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  35,961   46,109   

２．売上割引  11,416   13,503   

３．投資有価証券運用損  －   206,349   

４．その他  4,223 51,601 0.5 10,231 276,194 1.7

経常損失   89,402 △0.8  81,944 △0.5
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  ―   12,175   

２．賞与引当金戻入益  ―   10,028   

３．投資有価証券売却益  2,594 2,594 0.0 ― 22,204 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  ―   283,173   

２．前期損益修正損 ※４ 50,726   ―   

３．減損損失 ※５ 117,332   ―   

４．営業債権債務整理損  99,356   ―   

５．貸倒引当金繰入額  81,017   ―   

６．貸倒損失  17,868   ―   

７．固定資産除却損 ※３ 2,379 368,679 3.5 ― 283,173 1.8

税引前当期純損失   455,488 △4.3  342,912 △2.2

法人税、住民税及び事
業税

 592   3,384   

法人税等調整額  △35,702 △35,110 △0.3 △245 3,138 0.0

当期純損失   420,379 △4.0  346,051 △2.2
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  171,726 68.3 532,479 65.4

Ⅱ　労務費  4,587 1.8 ― ―

Ⅲ　外注費  67,911 27.0 279,762 34.3

Ⅳ　経費  7,369 2.9 2,524 0.3

計  251,596 100.0 814,766 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算により工事毎に要素別に分類集計しております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

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９月30日残高
（千円）

500,000 156,500 156,500 40,337 90,499 800,000 △305,899 624,937 △171,478 1,109,959

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）       △27,966 △27,966  △27,966

固定資産圧縮積立金の取崩     △191  191 －  －

別途積立金の取崩（注）      △500,000 500,000 －  －

当期純損失       △420,379 △420,379  △420,379

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △191 △500,000 51,846 △448,345 － △448,345

平成19年３月31日残高
（千円）

500,000 156,500 156,500 40,337 90,308 300,000 △254,053 176,592 △171,478 661,614

 
評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年９月30日残高
（千円）

△59,744 △2,128 △61,873 1,048,086

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △27,966

固定資産圧縮積立金の取崩    －

別途積立金の取崩（注）    －

当期純損失    △420,379

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△82,428 773 △81,655 △81,655

事業年度中の変動額合計
（千円）

△82,428 773 △81,655 △530,000

平成19年３月31日残高
（千円）

△142,173 △1,355 △143,528 518,085

　（注）　平成18年12月22日の定時株主総会における剰余金の処分であります。

通商株式会社(7583)　平成 20 年３月期決算短信(非連結)

－ 14 －



当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
（千円）

500,000 156,500 156,500 40,337 90,308 300,000 △254,053 176,592 △171,478 661,614

事業年度中の変動額           

固定資産圧縮積立金の取崩     △368  368 ―  ―

当期純損失       △346,051 △346,051  △346,051

自己株式の取得         △336 △336

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― △368 ― △345,682 △346,051 △336 △346,387

平成20年３月31日残高
（千円）

500,000 156,500 156,500 40,337 89,939 300,000 △599,736 △169,459 △171,814 315,226

 
評価・換算差額等

純資産合計
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

平成19年３月31日残高
（千円）

△142,173 △1,355 △143,528 518,085

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

当期純損失    △346,051

自己株式の取得    △336

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

142,160 938 143,098 143,098

事業年度中の変動額合計
（千円）

142,160 938 143,098 △203,288

平成20年３月31日残高
（千円）

△12 △417 △430 314,796
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前当期純損失  △455,488 △342,912

減価償却費  12,346 23,444

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 72,472 △113,940

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △4,500 10,400

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 998 △12,293

受取利息及び受取配当
金

 △2,638 △4,375

支払利息  35,961 46,109

有形固定資産除売却損
益

 2,379 ―

減損損失  117,332 ―

前期損益修正損  50,726 ―

投資有価証券運用損益
（運用益：△）

 △14,723 206,349

投資有価証券評価損  ― 283,173

投資有価証券売却益  △2,594 ―

売上債権の増減額（増
加：△）

 △413,864 2,259,951

棚卸資産の増減額（増
加：△）

 △103,418 476,318

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △347,440 1,216,640

未払消費税等の増加額  6,852 40,336

その他の資産減少額  9,059 4,742

その他の負債増減額
（減少：△）

 30,694 △50,567

小計  △1,005,842 4,043,376

利息及び配当金の受取
額

 2,642 13,645

利息の支払額  △34,644 △47,686

法人税等の還付額(支
払額：△)

 9,211 △1,399

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,028,632 4,007,936
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金等の預入によ
る支出

 △105,000 △130,000

定期預金等の払戻によ
る収入

 105,000 185,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 ― △6,690

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,078 ―

投資有価証券の取得に
よる支出

 ― △149

投資有価証券の売却に
よる収入

 229,175 207,740

貸付けによる支出  △61,043 △1,230

貸付金の回収による収
入

 10,515 3,416

その他投資の増加によ
る支出

 △1,257 △330

その他投資の減少によ
る収入

 2,690 ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 181,158 257,755

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
（減少：△）

 500,000 △4,500,000

自己株式の取得による
支出

 ― △336

配当金の支払額  △27,942 △49

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 472,057 △4,500,385

Ⅳ　現金及び現金同等物の減
少額

 △375,416 △234,693

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,107,753 732,337

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 732,337 497,643
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

ただし、組込デリバティブとして一体

処理したものについては、評価差額を

損益に計上しております。

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品………………商品のうち、在庫品（常

時在庫する商品）につい

ては移動平均法による原

価法によっており、即納

品（得意先からの受注に

基づいて発注を行う商品

で一時的に在庫する商

品）については、個別法

による原価法によってお

ります。

同左

未成工事支出金…個別法による原価法  

４．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……定率法

　

 

 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物　　　７～38年

構築物　　10～30年

有形固定資産……定率法

ただし、平成19年４月１日以降に取得した

建物（付属設備を除く）については定額法

　

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物　　　７～38年

構築物　　10～30年

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産……定額法

  なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微でありま

す。

 

無形固定資産……定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

長期前払費用……定額法 長期前払費用……定額法
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．引当金の計上基準 １．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

１．貸倒引当金

同左

２．賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

２．賞与引当金

同左

３．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

３．退職給付引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

１．ヘッジ会計の方法

同左

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……デリバティブ取引

（金利スワップ）

ヘッジ対象……借入金の支払利息

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

３．ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

３．ヘッジ方針

同左

４．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ

手段の相場変動の累計とを比率分析する

方法により有効性の評価を行っておりま

す。但し、契約内容等により明らかに

ヘッジに高い有効性が認められる場合に

ついては、有効性の判定を省略しており

ます。

４．ヘッジ有効性評価の方法

同左

５．リスク管理方法

　デリバティブ取引は担当部門にて、社

内規定に基づいた決裁を得て行われてお

ります。

５．リスク管理方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　従来、当社は、支店を基礎とし、キャッシュ・フローの

相互補完性に基づいた一定の地域等をグルーピングの単位

としていましたが、当期より支店をグルーピングの単位と

することに変更しました。

　この変更は、親会社によるグループ管理体制の強化を契

機に、収益管理をより厳格化するために、資産のグルーピ

ング方法を親会社と統一するように変更したものでありま

す。

　この変更により、従来の方法と比べ特別損失及び税引前

当期純損失は、それぞれ117,332千円増加しております。

 

　　　　　　　　　 ──────

 

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── 　 (貸借対照表)

   前期まで区分記載しておりました「預り金」(当期末

残高2,431千円)は、重要性が低くなったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

 （追加情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ──────

 

 当社は、給与規定の改定を行い、賞与支給対象期間を以

下のとおり変更しました。

 支給対象期間 
 　 変更前

 　　 冬季賞与

 　　　 ５月21日から11月20日まで

 　　 夏季賞与

 　　　 11月21日から５月20日まで

 　 変更後

      冬季賞与　　

 　　　 ４月１日から９月30日まで

 　　 夏季賞与

　　　　10月１日から３月31日まで 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業

利益は13,362千円減少し、経常損失及び税引前当期純損失

は、13.362千円増加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当事業年度の

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。

※１．　　　　　　 ──────

 

受取手形 211,370千円

支払手形 23,177千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 20,084千円 販売費及び一般管理費 1,618千円

※２．販売費及び一般管理費の主な内容は、次のとおりで

あります。なお、それぞれのおおよその割合は販売

費81％、一般管理費19％となっております。

※２．販売費及び一般管理費の主な内容は、次のとおりで

あります。なお、それぞれのおおよその割合は販売

費81％、一般管理費19％となっております。

荷造運搬費 163,102千円

役員報酬 18,318千円

給料手当 273,611千円

賞与 14,635千円

福利厚生費 55,223千円

家賃地代 50,826千円

減価償却費 12,346千円

賞与引当金繰入額 42,700千円

退職給付費用 8,726千円

貸倒引当金繰入額 30,981千円

荷造運搬費 234,793千円

役員報酬 28,146千円

給料手当 520,837千円

賞与 48,904千円

福利厚生費 93,395千円

家賃地代 103,890千円

減価償却費 23,444千円

賞与引当金繰入額 53,100千円

退職給付費用 34,305千円

  

※３．固定資産除却損は、車両及び運搬具212千円、工具・

器具及び備品1,322千円、ソフトウェア845千円であ

ります。

※３．              ──────

※４．前期損益修正損の内容は次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　──────

過年度売上高等修正額 50,726千円   

※５．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。

※５．　　　　　　　──────

　

場所 用途 種類

愛媛県東温市 事業用資産 建物及び土地

　当社は、当期より事業用資産については支店を基

準としてグルーピングを行っております。

　当事業年度において、事業用資産のうち、時価が

著しく下落した資産グループの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（117,332

千円）として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物12,200千円及び土地105,132千

円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10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

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 6,050,000 ― ― 6,050,000

合計 6,050,000 ― ― 6,050,000

自己株式     

普通株式 456,800 ― ― 456,800

合計 456,800 ― ― 456,800

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 27,966 5 平成18年９月30日 平成18年12月25日

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 6,050,000 ― ― 6,050,000

合計 6,050,000 ― ― 6,050,000

自己株式     

普通株式 456,800 600 ― 457,400

合計 456,800 600 ― 457,400
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 837,337千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△105,000千円

現金及び現金同等物 732,337千円

現金及び預金勘定 547,643千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△50,000千円

現金及び現金同等物 497,643千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）借手側 (1）借手側

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

 
車両及び運
搬具
（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

合計
(千円)

取得価額相当額 20,868 143,370 164,238

減価償却累計額
相当額

4,650 126,643 131,293

期末残高相当額 16,217 16,726 32,944

 
車両及び運
搬具
（千円）

ソフトウェ
ア
（千円）

合計
(千円)

取得価額相当額 20,868 4,296 25,164

減価償却累計額
相当額

8,824 286 9,110

期末残高相当額 12,044 4,009 16,053

（注）取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 20,900千円

１年超 12,044千円

計 32,944千円

１年内 5,032千円

１年超 11,020千円

計 16,053千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 16,234千円

減価償却費相当額 16,234千円

支払リース料 21,186千円

減価償却費相当額 21,186千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により、算定しております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 ― ― ― ― ― ―

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 541,173 399,000 △142,173 258,149 258,137 △12

(2）債券 720,310 626,478 △93,831 554,650 206,443 △348,206

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 1,261,483 1,025,478 △236,004 812,799 464,580 △348,219

合計 1,261,483 1,025,478 △236,004 812,799 464,580 △348,219

　（注）　減損処理にあたっては、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い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自　平成18年10月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

229,175 2,594 ― 207,740 ― ―

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５
年以内
（千円）

５年超10
年以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５
年以内
（千円）

５年超10
年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券

その他 182,515 443,963 ― ― ― 206,443 ― ―
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当事業年度において利用したデリバティブ取引は、

債券に含まれている組込デリバティブ取引及び金利ス

ワップ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左 

(2）取引に対する取組方針および利用目的

　債券に含まれている組込デリバティブ取引は資金運

用の一環として利用し、金利関連のデリバティブ取引

は金利上昇リスクを回避する目的で借入金を対象とし

て一定の範囲内で行っております。

(2）取引に対する取組方針および利用目的

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　債券に含まれている組込デリバティブ取引について

は、株式相場の変動によるリスク及び為替相場の変動

によるリスクを有しております。また、金利関連にお

ける金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。

　なお、組込デリバティブ取引における債券の発行体

は、高格付を得ている海外の銀行で信用度が高く、ま

た、金利関連のデリバティブ取引における相手先は信

用度の高い国際的な金融機関に限定しているため、そ

れぞれの信用リスクはほとんどないものと判断してお

ります。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は担当部門にて、社内規定に基づ

いた決裁を得て行われております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

(1）組込デリバティブ関連

　組込デリバティブの時価を区分して測定できない複

合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注

記事項（有価証券関係）１．その他有価証券で時価の

あるもの」の「(2）債券」に含めて記載しております。

２．取引の時価等に関する事項

(1）組込デリバティブ関連

同左

(2）金利関連

　ヘッジ会計が適用されているため記載を省略してお

ります。

(2）金利関連

同左

（ストック・オプション等関係）

 当該事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。

　なお、平成２年１月より退職給与の20％を適格退職年金制度に移行しております。

　また、当社は平成19年７月１日より、複数事業主制度の企業年金である東京都合板厚生年金基金

　に加入しており、当該基金については、当社の拠出に対する年金資産の額を合理的に計算できな

　いため、要拠出額を費用処理しております。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであ

　ります。

 

 　　　　 ① 制度全体の積立状況に関する事項(平成19年３月31日現在)

年金資産の額　　　　　　　　　　　　25,807,006千円

年金財政計算上の給付債務の額        25,049,336千円

差引額 　　　　　　　　　　　          757,669千円

 

　　　　  ② 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成19年７月１日　至平成20年３月31日)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.65%

 

  　　　　③ 補足説明

　 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高4,359,075千円及び別途積立

　 金5,116,744千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間17年の元利均等償

   却であり、当社は、当期の財務諸表上、特別掛金18,527千円を費用処理しております。

　 なお、上記の②の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △135,759 △122,517

(2）年金資産（千円） 14,242 13,293

(3）退職給付引当金(1)＋(2)（千円） △121,517 △109,224

　（注）　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

 
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

勤務費用（千円）

退職給付費用（千円） 

8,726

8,726

34,305

34,305
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産(流動)  

賞与引当金 17,080千円

未払費用 1,920千円

未払事業税 773千円

繰越欠損金 19,006千円

その他 1,220千円

繰延税金資産(流動)の純額 40,000千円

  

  

繰延税金資産(固定)  

有形固定資産 46,933千円

貸倒引当金 50,972千円

退職給付引当金 48,606千円

投資有価証券 56,869千円

繰越欠損金 80,268千円

その他 561千円

小計 284,211千円

評価性引当額 △284,211千円

　　合計 －千円

繰延税金負債(固定)  

固定資産圧縮積立金 △60,205千円

計 △60,205千円

繰延税金負債(固定)の純額 △60,205千円

繰延税金資産(流動)  

商品 9,795千円

貸倒引当金 3,311千円

賞与引当金 21,240千円

未払費用 2,736千円

未払事業税 1,039千円

繰越欠損金 1,855千円

その他 22千円

  繰延税金資産(流動)の純額  40,000千円

繰延税金資産(固定)  

有形固定資産 46,581千円

貸倒引当金 49,140千円

退職給付引当金 43,689千円

投資有価証券 113,269千円

繰越欠損金 101,612千円

その他 4,418千円

小計 358,712千円

評価性引当額 △358,712千円

　　合計 －千円

繰延税金負債(固定)  

固定資産圧縮積立金 △59,959千円

計 △59,959千円

繰延税金負債(固定)の純額 △59,959千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）  

交際費等の損金不算入 △20.7％

住民税均等割 △0.3％

評価性引当額の増減 △11.5％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
7.7％

法定実効税率 40.0％

（調整）  

交際費等の損金不算入 △1.6％

住民税均等割 △0.9％

評価性引当額の増減 △38.3％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△0.9％

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　持分法損益等については、持分法適用関連会社等がないため、記載しておりません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　持分法損益等については、持分法適用関連会社等がないため、記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）
(注)1

科目
残高

（千円）
(注)１

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 青山哲男 － －

前当社代

表取締役

社長

(被所有)

直接0.68
－ －

資金の貸付(注)1

貸付金の回収

(注)１

利息の受取額

(注)２

40,842

1,171

88

貸付金 39,670

役員
九鬼利津

子
－ －

前当社常

務取締役

(被所有)

直接1.05
－ －

資金の貸付(注)1

貸付金の回収

(注)１

利息の受取額

(注)２

7,931

7,931

8

貸付金 －

役員 落合利伸 － －
前当社取

締役
－ － －

資金の貸付(注)1

貸付金の回収

(注)１

利息の受取額

(注)２

12,269

1,213

25

貸付金 11,055

　（注）１．青山哲男氏、九鬼利津子氏並びに落合利伸氏は、平成18年12月22日付で当社取締役を退任しておりますので

取引金額については同日までのものを、残高については同日現在の残高をそれぞれ記載しております。

２．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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 92円63銭

１株当たり当期純損失 75円16銭

１株当たり純資産額 56円29銭

１株当たり当期純損失 61円87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、

１株当たり当期純損失であり、また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、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（平成19年３月31日）
当事業年度末

（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 518,085 314,796

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 518,085 314,796

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
5,593 5,592

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純損失（千円） 420,379 346,051

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 420,379 346,051

期中平均株式数（株） 5,593,200 5,592,959

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 ①　代表取締役の異動

 　　　・新任代表取締役候補

 　　　　　代表取締役社長　伊東正純（現　常務執行役員）

 　　　・退任予定代表取締役

 　　　　　代表取締役社長　大久保清（取締役相談役　就任予定）

 

 　　②　その他の役員の異動

 　　　・新任取締役候補

 　　　　　常務取締役　吉丸浩二（現　取締役）

 　　　　　取締役　村井吉浩（現　執行役員）

 　　　　　取締役相談役　大久保清（現　代表取締役社長）

 

 　　③　就任予定日

 　　　　平成20年６月26日

 

 

(2）その他

  当該事項はありません。
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