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（百万円未満切捨て） 
１．20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 38,844 5.8 1,204 29.8 1,902 17.1 1,030 13.1 

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

 
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        

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 51 06 ─ 7.9 9.4 3.1 

19年３月期 45 16 ─ 7.2 8.1 2.5 

（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 20,269 13,206 65.2 654 32 

19年３月期 20,206 12,842 63.6 636 32 

（参考） 自己資本       20年３月期 13,206百万円    19年３月期 12,842百万円 
 
 (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 1,772 △498 △663 2,090 

19年３月期 786 △122 △623 1,479 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

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

20年３月期 － － － 20 00 20 00 403 39.2 3.1 

21年３月期 
（予想） 

－ － － 19 00 19 00  35.1  

（注） 平成20年３月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭  記念配当 ２円00銭 
 
３．21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、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 
 

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

第２四半期累計期間 19,254 3.4 461 17.5 809 9.2 453 3.3 22 45 

通    期 39,400 1.4 1,241 3.1 1,948 2.4 1,091 5.9 54 06 
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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、14ページ「会計方針の変更」をご覧ください。 
 
 (2）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期20,214,480株 19年３月期20,214,480株 
② 期末自己株式数  20年３月期    31,536株 19年３月期    31,324株 
  （注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成

したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記予想に関する注意事項等については３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」

等をご参照ください。 
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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 

 当事業年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした民間設備投資の増加や雇用情勢の改善により、

景気は緩やかな回復基調で推移してまいりましたが、当事業年度後半以降、原油価格や穀物価格の高騰に伴う諸

資材価格値上げへの波及や米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱等により、景気は一転して

減速傾向を強めてまいりました。 

 当家庭金物用品業界におきましては、原材料価格の値上げが続くなか、メーカー各社より商品値上げ要請が強

まる一方、業態を超えた販売競争も一段と激化するなど、経営環境は引続き厳しい状況が続いてまいりました。 

このような状況のもと、当社といたしましては、メーカー各社と協同して新製品の開発に取り組むとともに、販

売の増強に努めてまいりました。 

 その結果、当事業年度の売上高は388億44百万円（対前期比105.8％）となりました。 

品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、卓上保温用品、耐熱食器などの売上高増加により95億55百万円

（対前期比109.3％）となりました。 

「キッチン用品」は、フッ素樹脂加工のフライパン、玉子焼き、中華炒め鍋などの売上高増加により157億20百

万円（対前期比107.4％）となりました。 

「サニタリー用品」は、清掃用品、洗濯用品、物干し関連用品などの売上高増加により62億８百万円（対前期

比103.8％）となりました。 

「収納用品」は、スチール製レンジ台、米櫃、多目的棚などの売上高減少により44億59百万円（対前期比

95.5％）となりました。 

「シーズン用品他」は、クーラーボックス、ビニール手袋、ウォータージャグなどの売上高増加により29億円

（対前期比108.8％）となりました。 

 損益面では、売上総利益率の改善と経費削減効果などにより、営業利益は12億４百万円（対前期比129.8％）、

経常利益は19億２百万円（対前期比117.1％）、当期純利益は10億30百万円（対前期比113.1％）となりました。 

 

  ② 次期の見通し 

 今後の景気見通しにつきましては、米国サブプライムローン問題の影響の深刻化や、原油価格、原材料価格の

高騰が続くなか、個人消費も冷え込みを強めており、景気は一層減速することが懸念されております。 

 こうした状況のもと、当社といたしましては、メーカー各社と協同して売れ筋商品の開発に取り組むとともに、

新規得意先、新部門得意先などへの販売の増強に努めてまいります。 

 また、前事業年度に引続き物流の合理化・効率化を推進し、ローコスト物流体制の構築に取り組んでまいりま

す。 

 平成21年３月期通期の業績は、 

売 上 高 394億00百万円 (対前期比101.4％) 

営 業 利 益 12億41百万円 (対前期比103.1％) 

経 常 利 益 19億48百万円 (対前期比102.4％) 

当 期 純 利 益 10億91百万円 (対前期比105.9％) 

                                                  と予想いたしております。 

 

  ③ 中期経営計画等の進捗状況 

 当期の売上高は、新規取引先及び新部門得意先への売上高の増加に併せて、新製品のフッ素樹脂加工フライパ

ン等の売上高の好調に支えられ、当初計画より15億94百万円（104.3％）増加し、388億44百万円となりました。 

 その結果、当期において中期経営計画の目標である経常利益17億45百万円を達成することが出来ました。 

 

  ④ 目標とする経営指標の達成状況 

 当社は経営効率を明確に表す売上高経常利益率を重視しております。 

 中期経営計画目標として4.5％を掲げましたが、平成20年３月期の実績は4.9％と目標を達成しております。 
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 (2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債、純資産の状況 

 当期において、流動資産が現金及び預金の増加等により１億37百万円増加の134億04百万円、固定資産が減価償

却等による有形固定資産、株価下落等による投資有価証券の減少等により74百万円減少の68億65百万円となり、

資産は63百万円増加の202億69百万円となりました。 

 また、未払金、未払法人税等の増加等により流動負債が増加いたしましたが、長期借入金の減少等により固定

負債が減少したため、負債は３億円減少の70億63百万円、純資産は当期純利益の計上による利益剰余金の増加に

より３億63百万円増加の132億06百万円となりました。 

 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、法人税等の支払いによる６億89百万円の支出、

投資有価証券の取得による４億09百万円の支出、長期借入金の返済による２億99百万円の支出、配当金の支払い

による３億63百万円の支出等がありましたが、税引前当期純利益を18億22百万円計上したことに加え、売上債権

の減少５億14百万円、たな卸資産の減少86百万円等があったことにより、前事業年度に比べ６億10百万円増加し、

当事業年度末には資金は20億90百万円（対前期比41.3％増）となりました。 

 ③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 財務指標のトレンドは以下の通りであります。 

 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 

平成20年 

３月期 

自己資本比率 62.3％ 61.9％ 62.2％ 63.6％ 65.2％ 

時価ベースの自己資本比率 53.2％ 49.9％ 65.3％ 57.2％ 57.3％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 3.2年 0.7年 0.8年 0.2年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 49.1 16.0 67.7 46.8 117.1 

（注） 各指標の算出にあたっては以下の算式を使用しております。 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

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

     有利子負債：利子を支払っている負債 

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

 

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

し、安定した配当の継続に努めるとともに、経営基盤の強化のため内部留保の充実を図ることを方針としておりま

す。 

 当社は、期末配当年１回の剰余金の配当を行うことを基本としております。 

 また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場

合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨定款に定めております。 

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づいて普通配当を１株につき18円（配当性向

35.3％）とし、東京証券取引所市場第一部上場記念配当を１株につき２円加えて、１株につき20円を実施いたしま

す。 

 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化のため内部留保の充実を図ってまいります。 

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

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

 また、次期の配当につきましては、前記の基本方針に基づいて普通配当１株につき19円（配当性向35.1％）を予

定しております。 
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 (4）事業等のリスク 

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

のようなものがあります。 

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

 ① 販売先の信用リスク 

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

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

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

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

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

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

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

 ② 仕入先の信用リスク 

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

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

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

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

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

 ③ 主要仕入先の廃業等によるリスク 
 当社の取扱商品の主な仕入先上位10社の合計仕入金額は、当社全仕入金額の約47％に達しております。こうし

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

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

発生した場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ④ 外国為替リスク 

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

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

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

異なった場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑤ 資金調達力及び調達コストに伴うリスク 

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

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

財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑥ 経済状況によるリスク 

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

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

況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 ⑦ 災害や停電等によるリスク 

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

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

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

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

 ⑧ 退職給付債務によるリスク 

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

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

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

上される債務に影響を及ぼします。 

 今後、割引率の低下や運用利回りの悪化が発生した場合には、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性が

あります。 

 ⑨ 保有株式に関するリスク 

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

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

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

 ⑩ 個人情報の取扱いによるリスク 

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

ぞれの販売業者が保有する個人情報を各販売業者より提供されて大量に取扱っております。当社では「個人情報



中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

－  － 6

取扱規程」を定め、会社が業務を通じて取得し、もしくは提供された個人に関する情報を適切に管理・保護し、

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

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

り、当社の業務と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

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

ます。 

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

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

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

クル法」、消費生活用製品の事故報告、情報収集及び提供、回収等の義務を課した「消費生活用製品安全法」等

があります。 

 当社では「財団法人日用金属製品検査センター」、「財団法人日本食品分析センター」等の検査機関による材

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

に加入し、不測の事態の発生に備えておりますが、これらの法的規制上の問題が発生した場合、または法規制が

強化された場合には、新たな費用が発生・増加すること等により、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性

があります。 

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

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

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

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

悪影響が及ぶ可能性があります。 
 ⑬ 原材料価格の上昇によるリスク 

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

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

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

当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

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

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

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

画・開発及びブランド管理・運営の事業を行っております。 

 

 以上の当企業グループの事業系統図は次の通りであります。 

 

  

得  意  先 

（当   社） 

中 山 福 ㈱ 

（子 会 社） 

中山福サービス㈱ 

（子 会 社） 

㈱ベストコ 

 

仕  入  先 

商品 

商品 

商 品 の

配送委託

輸入商材の

企 画 開 発
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３．経営方針 

 (1）会社の経営の基本方針 

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

現と、社会の発展に貢献することを経営理念としております。 

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

発に取り組むとともに、販売の増強に努めてまいります。 

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

まいります。 

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

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

 

 (2）目標とする経営指標 

・売上高経常利益率 

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

しております。中期経営計画目標値としては5.0％を掲げております。 

 

 (3）中長期的な当社の経営戦略 

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

を改善し、平成23年３月期に経常利益20億50百万円達成（売上高経常利益率5.0％）を中期経営計画の目標として、

以下の重点課題に取り組んでまいります。 

 ① 新規得意先・新部門得意先への売上高の増強 

 ② 輸入品（オリジナル開発商品）の売上高の増強（対前期比102％の増加） 

 ③ 納品率の向上 

 

 (4）会社の対処すべき課題 

 当社の対処すべき課題は以下の通りであります。 

 ① 輸入商品を含め、売れ筋商品の品揃えと売上高の増強 

 ② 「納品率」の改善による販売ロスの削減と物流体制の信頼の向上 

 ③ 物流業務の省力化・効率化の促進によるローコスト物流体制の構築 
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４．財務諸表 

(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,479 2,090  

２．受取手形 ※３ 1,620 1,253  

３．売掛金  7,889 7,741  

４．商品  1,950 1,863  

５．前渡金  1 1  

６．前払費用  138 196  

７．繰延税金資産  141 196  

８．未収入金  39 57  

９．その他  7 5  

10．貸倒引当金  △1 △1  

流動資産合計  13,266 65.7 13,404 66.1 137

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※1,2 3,779 3,807   

減価償却累計額  1,346 2,433 1,457 2,350  

(2）構築物  169 171   

減価償却累計額  97 72 105 65  

(3）車両運搬具  274 302   

減価償却累計額  209 65 162 140  

(4）器具及び備品  246 257   

減価償却累計額  159 86 174 82  

(5）土地 ※１ 2,248 2,248  

有形固定資産合計  4,905 24.3 4,887 24.1 △18

２．無形固定資産    

(1）電話加入権  11 11  

(2）ソフトウエア  2 1  

無形固定資産合計  13 0.0 12 0.1 △0

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 1,733 1,619  

(2）関係会社株式  53 53  

(3）出資金  0 0  

(4）長期貸付金  5 2  

(5）従業員長期貸付金  18 16  

(6）破産更生債権等  9 9  

(7）長期前払費用  1 1  

(8）保証金  68 67  

(9）会員権  105 98  

(10）その他  71 73  

(11）繰延税金資産  － 119  

(12）貸倒引当金  △46 △95  

投資その他の資産合計  2,020 10.0 1,964 9.7 △55

固定資産合計  6,939 34.3 6,865 33.9 △74

資産合計  20,206 100.0 20,269 100.0 63

 

 

－  － 
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

増減 
（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※３ 1,274 1,280  

２．買掛金  3,769 3,533  

３．１年内返済予定長期借入金 ※１ 299 300  

４．未払金  372 447  

５．未払費用  98 110  

６．未払法人税等  376 528  

７．未払消費税等  57 58  

８．前受金  0 0  

９．預り金  26 24  

10．賞与引当金  177 199  

11．役員賞与引当金  37 67  

12．その他  － 4  

流動負債合計  6,490 32.1 6,555 32.3 64

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 300 －  

２．退職給付引当金  190 183  

３．役員退職慰労引当金  298 322  

４．繰延税金負債  81 －  

５．その他  1 1  

固定負債合計  872 4.3 508 2.5 △364

負債合計  7,363 36.4 7,063 34.8 △300

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  1,706 8.5 1,706 8.4 －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  1,269 1,269   

(2）その他資本剰余金  0 0   

資本剰余金合計  1,269 6.3 1,269 6.3 －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  302 302   

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  6,300 6,300   

繰越利益剰余金  2,654 3,321   

利益剰余金合計  9,257 45.8 9,924 49.0 667

４．自己株式  △12 △0.1 △12 △0.1 △0

株主資本合計  12,219 60.5 12,886 63.6 667

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  622 3.1 321 1.6 △300

２．繰延ヘッジ損益  0 0.0 △2 △0.0 △2

評価・換算差額等合計  623 3.1 319 1.6 △303

純資産合計  12,842 63.6 13,206 65.2 363

負債純資産合計  20,206 100.0 20,269 100.0 63

 

－  － 
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４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） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高  36,700 100.0 38,844 100.0 2,143

Ⅱ 売上原価    

１．期首商品たな卸高  2,259 1,950   

２．当期商品仕入高  29,421 31,274   

合計  31,680 33,224   

３．期末商品たな卸高  1,950 29,730 81.0 1,863 31,361 80.7 1,630

売上総利益  6,970 19.0 7,483 19.3 513

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 6,042 16.5 6,279 16.2 236

営業利益  927 2.5 1,204 3.1 276

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  0 1   

２．受取配当金  19 21   

３．仕入割引  602 624   

４．為替差益  14 4   

５．雑収入  79 716 2.0 63 715 1.8 △1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  17 15   

２．雑損失  2 19 0.1 1 16 0.0 △2

経常利益  1,624 4.4 1,902 4.9 277

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  0 0   

２．貸倒引当金戻入益  － 9   

３．固定資産売却益 ※２ － 0 0.0 0 10 0.0 10

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ 2 8   

２．会員権評価損  － 64   

３．投資有価証券評価損  0 2 0.0 17 90 0.2 87

税引前当期純利益  1,622 4.4 1,822 4.7 199

法人税、住民税及び事業税  651 839   

法人税等調整額  59 710 1.9 △47 791 2.0 80

当期純利益  911 2.5 1,030 2.7 119
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資 本 

準備金 

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金 別 途

積立金

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益 

剰余金 

合 計 

自 己

株 式

株 主

資 本

合 計

平成18年３月31日 残高 

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

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △322 △322 △322

当期純利益   911 911 911

自己株式の取得     △0 △0

自己株式の処分   0 0   0 0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
    

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 0 0 － － 588 588 △0 588

平成19年３月31日 残高 

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

 

 

評価・換算差額等 

 そ の 他 

有 価 証 券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算

差額等合計 

純 資 産 合 計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
724 － 724 12,355 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注）  △322 

当期純利益  911 

自己株式の取得  △0 

自己株式の処分  0 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△101 0 △101 △101 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△101 0 △101 487 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
622 0 623 12,842 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

－  － 
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  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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資 本 

準備金 

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金 別 途

積立金

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益 

剰余金 

合 計 

自 己

株 式

株 主

資 本

合 計

平成19年３月31日 残高 

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

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   △363 △363 △363

当期純利益   1,030 1,030 1,030

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
    

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － － 667 667 △0 667

平成20年３月31日 残高 

（百万円） 
1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 3,321 9,924 △12 12,886

 

 

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19年３月31日 残高 

（百万円） 
622 0 623 12,842 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △363 

当期純利益  1,030 

自己株式の取得  △0 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△300 △2 △303 △303 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△300 △2 △303 363 

平成20年３月31日 残高 

（百万円） 
321 △2 319 13,206 

 

－  － 
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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４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） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  1,622 1,822  

減価償却費  157 168  

貸倒引当金の増加額（△減少額）  0 △9  

賞与引当金の増加額（△減少額）  △28 21  

役員賞与引当金の増加額  5 30  

退職給付引当金の減少額  △12 △6  

役員退職慰労引当金の増加額  34 24  

受取利息及び受取配当金  △20 △22  

支払利息  17 15  

有形固定資産除却損  2 8  

投資有価証券売却益  △0 △0  

投資有価証券評価損  0 17  

会員権評価損  － 64  

売上債権の減少額（△増加額）  △802 514  

たな卸資産の減少額  308 86  

仕入債務の増加額（△減少額）  365 △229  

未払消費税等の増加額（△減少額）  △57 0  

その他の資産の増加額  △73 △80  

その他の負債の増加額（△減少額）  △27 26  

その他の増減額  △0 1  

小計  1,489 2,454 964 

利息及び配当金の受取額  20 22  

利息の支払額  △16 △15  

法人税等の支払額  △706 △689  

営業活動によるキャッシュ・フロー  786 1,772 985 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △104 △97  

投資有価証券の取得による支出  △23 △409  

投資有価証券の売却による収入  0 0  

長期貸付金の実行による支出  △8 △4  

長期貸付金の回収による収入  10 10  

保証金の支払による支出  △12 △0  

保証金の解約による収入  16 0  

その他の増減額  0 2  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △122 △498 △375 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △299 △299  

自己株式の取得による支出  △0 △0  

自己株式の売却による収入  0 －  

配当金の支払額  △322 △363  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △623 △663 △40 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  40 610 569 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,438 1,479 40 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,479 2,090 610 

     

－  － 
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－  － 
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(5）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４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） 

・子会社株式 ・子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法   移動平均法による原価法 同左 

 ・その他有価証券 ・その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

・デリバティブ ・デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法   時価法 同左 

・商品 ・商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法   月次移動平均法による原価法 同左 

・有形固定資産 ・有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

同左 

 建物    ３～65年  

 車両運搬具 ２～６年  

  （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。 

 これによる影響は軽微であります。

  （追加情報） 

   法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

 これによる影響は軽微であります。

 ・無形固定資産 ・無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）による定額法を採用しておりま

す。 

同左 

 ・長期前払費用 ・長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４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） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

同左 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。 

同左 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

同左 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

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 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当ての要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  為替予約取引 同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  輸出入に関わる外貨建債権債務及

び外貨建予定取引 

同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  外貨建輸出入取引に関わる将来の外

国為替相場変動リスクを回避して、外

貨建債権債務の円貨によるキャッ

シュ・フローを固定化することを目的

として、原則実需の範囲内で為替予約

を行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動

割合の相関関係を求めることにより、

その有効性を判定しております。 

同左 

 

 

 

 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４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、価値変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

同左 

 

(6）会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は12,842百

万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

────── 

 

 

－  － 
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－  － 
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(7）財務諸表に関する注記事項 

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

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

(1）借入金等に対する担保提供資産 (1）借入金等に対する担保提供資産 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 
  

建物 636百万円

土地 594 

計 1,230 
  

  
建物 624百万円

土地 594 

計 1,219 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

 １年内返済予定の長期借入金 199百万円

長期借入金 200 

計 400 
 

 １年内返済予定の長期借入金 200百万円

計 200 
 

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

投資有価証券 127百万円
  

  
投資有価証券 85百万円

  
※２．第45期に取得した有形固定資産について、保険差

益による圧縮記帳額は、建物５百万円であり、貸借

対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しておりま

す。 

※２．         同左 

※３．期末日満期手形 ※３．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当期

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれております。 

受取手形 119百万円

支払手形 92 
  

       ───── 
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 （損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４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．販売費及び一般管理費 ※１．販売費及び一般管理費 

 販売費に属する費用のおおよその割合は31％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

69％であります。 

 主要な費目及び金額は、次の通りであります。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は31％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

69％であります。 

 主要な費目及び金額は、次の通りであります。 
  

運賃荷造費 1,866百万円

従業員給与手当 1,825 

賞与 232 

賞与引当金繰入額 177 

役員賞与引当金繰入額 37 

退職給付費用 122 

役員退職慰労引当金繰入額 34 

支払手数料 323 

減価償却費 157 

租税公課 98 

賃借料 116 
  

  
運賃荷造費 1,928百万円

従業員給与手当 1,907 

賞与 304 

賞与引当金繰入額 199 

役員賞与引当金繰入額 67 

退職給付費用 142 

役員退職慰労引当金繰入額 28 

支払手数料 229 

減価償却費 168 

租税公課 109 

賃借料 113 
  

※２．       ────── ※２．固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。
  
 

  
車両運搬具 0百万円

計 0 
  

※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。
  

建物 1百万円

車両運搬具 1 

器具及び備品 0 

計 2 
  

  
建物 6百万円

車両運搬具 2 

器具及び備品 0 

計 8 
  

 

－  － 
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当事業年度 

増加株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 20,214 － － 20,214 

合計 20,214 － － 20,214 

自己株式     

  普通株式（注）１、２ 30 0 0 31 

合計 30 0 0 31 

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

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

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 ３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

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

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月９日 

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

 前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当事業年度 

増加株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株） 

発行済株式     

  普通株式 20,214 － － 20,214 

合計 20,214 － － 20,214 

自己株式     

  普通株式（注） 31 0 － 31 

合計 31 0 － 31 

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

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 ３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月９日 

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

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月12日 

取締役会 普通株式 403 利益剰余金 20.0 平成20年３月31日 平成20年６月10日

 

 

 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４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） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）
  

 （百万円）

現金及び預金勘定 1,479 

現金及び現金同等物 1,479 
  

  
 （百万円）

現金及び預金勘定 2,090 

現金及び現金同等物 2,090 
  

 

－  － 
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－  － 
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ｂ．リース取引 

前事業年度 
（自 平成18年４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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 115 62 52

車両運搬具 3 3 －

ソフトウエア 22 10 12

合計 141 75 65

  

  

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 126 85 40

ソフトウエア 25 14 11

合計 152 100 51

  

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 27百万円

１年超 38 

合計 65 
  

  
１年内 27百万円

１年超 23 

合計 51 
  

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28 
  

  
支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

 



中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

ｃ．有価証券 

前事業年度（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

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

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

合計 680 1,729 1,049 

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

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

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

行っております。 

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

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

0 0 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

当事業年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 768 1,361 592 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 小計 768 1,361 592 

株式 304 253 △50 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 小計 304 253 △50 

合計 1,072 1,614 542 

（注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて17百万円減損処理を行っております。 

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

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

行っております。 

 
２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

0 0 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

ｄ．デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 平成18年４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）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社は、為替予約取引を利用しております。 同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社は、通常の外貨建営業取引に係る輸出入実績等

を踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を利用し

ております。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 当社は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債

務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目

的で、為替予約取引を行っております。なお、当社が

利用しているデリバティブ取引には、投機目的のもの

はありません。 

 また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変

動リスクのヘッジについて振当ての要件を充たして

いる場合には振当処理を採用しております。 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 為替予約取引 同左 

ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 輸出入に関わる外貨建債権債務及び外貨建予定

取引 

同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変

動リスクを回避して、外貨建債権債務の円貨による

キャッシュ・フローを固定化することを目的とし

て、原則実需の範囲内で為替予約を行っておりま

す。 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関

係を求めることにより、その有効性を判定しており

ます。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している為替予約取引は、為替相場の変

動によるリスクを有しております。なお、当社のデリ

バティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しております。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の契約は各事業部署で行われてお

り、毎月、財務部に報告されます。取引に関する管理

規程は特に設けておりません。 

同左 

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

────── ────── 

 

－  － 
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－  － 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

（注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除いております。 

 

 

ｅ．持分法投資損益等 

 前事業年度（自 平成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。 

 

 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。 

 

ｆ．関連当事者との取引 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

  該当事項はありません。 

 



中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

ｇ．税効果会計 

前事業年度 
（自 平成18年４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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円）

前事業年度（平成19年３月31日現在） 当事業年度（平成20年３月31日現在）
  

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金 121

未払事業税否認 29

賞与引当金損金算入限度超過額 72

退職給付引当金損金算入限度超過額 16

貸倒引当金損金算入限度超過額 16

退職給付信託有価証券 179

投資有価証券評価損否認 15

棚卸資産評価損否認 13

その他 21

繰延税金資産計 486

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金の税効果額 426

繰延ヘッジ損益の税効果額 0

繰延税金負債計 426

繰延税金資産の純額 60
  

  
繰延税金資産 

役員退職慰労引当金 131

未払事業税否認 40

賞与引当金損金算入限度超過額 81

退職給付引当金 181

貸倒引当金損金算入限度超過額 35

投資有価証券評価損否認 22

棚卸資産評価損否認 19

その他 22

繰延税金資産計 536

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金の税効果額 220

繰延税金負債計 220

繰延税金資産の純額 316
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
  

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 

住民税均等割等 1.1 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8 
  

  
法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 

住民税均等割等 1.0 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4 
  

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

ｈ．退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

前事業年度 
（自 平成18年４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） 

 当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。 

 第16期（昭和37年11月１日）より３年以上勤続した従

業員に対して支給する退職金の一部（50％相当額）を適

格退職年金制度に移行しております。 

 なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠

した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。 

 また、これとは別に総合型の厚生年金基金として大阪

金属問屋厚生年金基金にも加入しております。平成19年

３月31日現在の掛金拠出割合より計算した当社の年金資

産の額は2,529百万円であります。 

 当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。 

 第16期（昭和37年11月１日）より３年以上勤続した従

業員に対して支給する退職金の一部（50％相当額）を適

格退職年金制度に移行しております。 

 なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠

した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。 

 また、これとは別に総合型の厚生年金基金として大阪

金属問屋厚生年金基金にも加入しております。 

 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 55,860百万円

年金財政計算上の給付債務の額 51,542百万円

差引額 4,318百万円

 (2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成19年

３月31日現在）             4.5％

 （追加情報） 

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平

成19年５月15日）を適用しております。 

 
２．退職給付債務に関する事項 

 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（百万円） △1,556 △1,573 

(2）年金資産（百万円） 1,808 1,381 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） 252 △191 

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △314 187 

(5）貸借対照表計上純額 (3)+(4) 
（百万円） 

△62 △4 

(6）前払年金費用（百万円） 127 178 

(7）退職給付引当金 (5)-(6)（百万円） △190 △183 

 （注） 年金資産には退職給付信託を前事業年度937百万円、当事業年度498百万円含めて表示しております。 

 
３．退職給付費用に関する事項 

 
前事業年度 

（自 平成18年４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）勤務費用（百万円） 149 154 

(2）利息費用（百万円） 34 34 

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 8 13 

(4）数理計算上の差異の当期費用処理額 
（百万円） 

△53 △33 

合計（百万円） 122 142 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前事業年度 

（自 平成18年４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）割引率（％） 2.2 2.2 

(2）期待運用収益率（％） 0.5 0.8 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

 
（数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。） 

同左 

 

ｉ．ストック・オプション等 

該当事項はありません。 

 

ｊ．企業結合等 

該当事項はありません。 

 

ｋ．１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成18年４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 636.32円 

１株当たり当期純利益 45.16円 

  

  

１株当たり純資産額 654.32円 

１株当たり当期純利益 51.06円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

 

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

 
前事業年度 

(自 平成18年４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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 911 1,030 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) （ －） （ －）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 911 1,030 

期中平均株式数（千株） 20,183 20,183 

 

ｌ．重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期決算短信（非連結） 

－  － 
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５．その他 

(1）役員の異動 （平成20年６月26日付予定） 

 ① 代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

   ａ．新任取締役候補者 

     取 締 役   植 原 新 一 郎 （現 大阪支店長） 

   ｂ．退任予定取締役 

     取 締 役   多 田 雄 一 （顧問を委嘱予定） 

   ｃ．新任監査役候補者 

     常勤監査役   宮 田   道 （現 物流本部長） 

   ｄ．退任予定監査役 

     監 査 役   黒 石 富 久 （顧問を委嘱予定） 

 

(2）生産・受注及び販売の状況 

   品目別比較売上高明細 

  (単位:百万円)

前事業年度 
(自 平成18年４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) 

増   減 

期別 

 

 

区別 金額 構成比 金額 構成比 金額 

ダ イ ニ ン グ 用 品 8,744 23.8％ 9,555 24.6％ 810 

キ ッ チ ン 用 品 14,638 39.9  15,720 40.5   1,082 

サ ニ タ リ ー 用 品 5,984 16.3 6,208 16.0  224 

収 納 用 品 4,668 12.7  4,459 11.5   △208 

シ ー ズ ン 用 品 他 2,665 7.3  2,900 7.4   234 

合 計 36,700 100.0  38,844 100.0   2,143 

 

以上 
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