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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 61,125 6.3 804 △4.5 630 △25.9 303 △21.0

19年３月期 57,477 5.3 842 △31.9 850 △36.0 383 △49.5

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 32 76 －  3.1 2.8 1.3

19年３月期 41 47 －  3.9 4.1 1.4

（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 23,592 9,926 42.1 1,072 82

19年３月期 20,880 9,855 47.2 1,065 18

（参考）自己資本 20年３月期 9,926百万円 19年３月期 9,855百万円

(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 1,448 640 △166 5,775

19年３月期 △19 △792 △167 3,852

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 9 00 9 00 18 00 166 43.4 1.7

20年３月期 9 00 9 00 18 00 166 54.9 1.7

21年３月期（予想） 9 00 9 00 18 00 － 38.7 －

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、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 31,600 5.9 330 16.8 360 45.0 180 92.2 19 45

通期 64,700 5.8 810 0.7 870 38.0 430 41.9 46 47
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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、17ページ「重要な会計方針」等をご覧ください。

(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 9,255,000株 19年３月期 9,255,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 2,669株 19年３月期 2,394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

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。上記、業績予想につきましては、添付資料の３ページの

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

○経営成績の概況

① 当期のわが国経済は、期前半は堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善により、緩やか

な景気回復が続くものと見込まれておりましたが、期後半は原油価格・穀物価格の高騰や米国サブプライム住

宅ローン問題等に起因する金融市場の混乱により、先行きが不透明な状況となっております。

② 2008年初に発生した中国産ギョーザ殺虫剤混入事件により改めて食の安心・安全が求められ、中国産食材の使

用を抑制する外食企業が多く出現しました。

③ 個人消費につきましては、企業の人件費抑制は依然として強く個人所得の実質減少により消費者の外食離れが

進み、内食化が進行する傾向にあります。

④ このような厳しい市場環境の下、営業政策として、「地域密着型営業の拡充」を図るべく「鹿児島支店」「沖

縄営業所」「土浦営業所」を新設し、全国51事業所体制といたしました。

また、営業活動の一環といたしまして、8～9月に秋・冬提案会を12会場で、1～2月に春・夏提案会を8会場で開

催いたしました。両提案会では出展メーカーの協力を得て新商品を業界一早くお客様に紹介し、加えて旬のメ

ニュー提案、ヘルスケア市場向け提案、システム提案、当社PB新商品即売キャンペーン等を実施した結果、約

１万人のお客様に来場いただき、成功裏に終了しました。

さらに、10月から1月まで当社の創立60周年として記念キャンペーンを全国に亘り実施いたしました。

⑤ 商品政策では、「新商品開発検討委員会」を立ち上げ、お客様のニーズにマッチした安心・安全・環境・健康

に配慮した自社ブランドの商品開発を進めております。当期には12品を新発売いたしました。また、食用油高

騰の中、お客様のコスト削減と廃油減少をめざし環境に配慮した食用油還元浄化装置「インスパイヤー」やノ

ロウィルス対策に有効な「クレベリン」の取扱拡大に努めてまいりました。

 ○経営成績の分析

① 厳しい市場環境の中、売上面では「ワンツーワンマーケティング」が浸透し、既存先も新規取引先も概ね順調

に推移しました。

② 国際的な食糧事情の変化による商品コストの上昇に対し、代替品の紹介や売価改定が追いつかず、売上総利益

率を低下させました。

③ 経費面では、物流の効率化から外部委託のウェイトを上げた結果、物流費が増加しましたが、その他経費の節

減を図ったことが奏功し、販売費及び一般管理費の増加額の伸びを抑制することが出来ました。

④ 以上のことから、売上総利益率が0.3％低下したものの、販売費及び一般管理費の対売上高比が0.2％低下し、

営業利益率は、前期の1.4％から1.3％と、0.1％の低下に止めることができました。

⑤ 営業外収支につきましては、複合金融商品評価損2億69百万円を計上したことから、1億73百万円のマイナスと

なりました。

⑥ 特別損益の収支は、7百万円のプラスになりました。

⑦ このことから、税引前当期純利益は前年度に対し、86百万円の減少に止まりました。

⑧ １月末に大阪市と締結した、本社ビルの土地売買契約及び本社及び大阪支店の移転補償契約に基づき受領した

17億77百万円につきましては、期末には仮受金としています。その収益認識は、実際の土地引渡時期となる平

成22年３月期に行う予定です。

　以上の結果、当期の業績につきましては、売上高 611億25百万円（前期比 106.3％、36億48百万円増）、営業利

益 8億4百万円（前期比 95.5％、37百万円減）、経常利益 6億30百万円（前期比 74.1％、2億20百万円減）、当期純

利益 3億3百万円（前期比 79.0％、80百万円減）と増収減益となりました。

○次期の見通し

① 次期の見通しにつきましては、米国経済の減速や、原油価格・原材料価格の高止まりなど景気の先行き不透明

感は増しており、外食業界を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続くと予想されます。

② このような市場環境下、当社といたしましては中期経営計画に基づき、企業の安定成長を目指し、収益基盤の

拡大と強化を図ることを最重点課題と捉え、優良顧客とのパートナーシップの確立と将来にわたり共存共栄で

きる顧客との信頼関係の確立を図ってまいります。

さらに、社会的責任を果たすため企業倫理・法令遵守に特に留意し、コーポレート・ガバナンスに真剣に取り

組んでまいります。以上のことから、次期の基本方針として「安心・安全の追求」「人材の育成」「適正利益

の確保」を掲げました。
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③ 営業政策としては、営業基盤の強化・地域密着型営業強化のために、事業所の増改築を実施し、さらに顧客満

足を深耕し、お客様との取引拡大、新規取引の開拓を推進してまいります。

④ さらには、後述の「中長期的な会社の経営戦略」「会社の対処すべき課題」に果敢に取組み、磐石な営業体制・

管理体制作りをめざします。

　以上により、通期の業績見通しにつきましては、売上高647億円（前期比105.8％）、営業利益8億10百万円（前期比

100.7％）経常利益8億70百万円（前期比138.0％）、当期純利益4億30百万円（前期比141.9％）を見込んでいます。

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産の状況

（資産）

　当期末の総資産は、前期末に比べ27億11百万円増加し、235億92百万円となりました。流動資産については、主に現

金及び預金とたな卸商品の増加により 23億11百万円増加しました。固定資産については、大阪市により収用される土

地の代替地の取得により有形固定資産が10億31百万円増加しました。投資有価証券の減少6億63百万円及び破産更生債

権等の減少1億11百万円を主な要因として投資その他の資産が6億23百万円減少しました。

（負債）

　当期末の負債総額は、前期末に比べ26億40百万円増加しました。これは大阪市による収用補償金等17億77百万円を

仮受金としていることと買掛金の増加 7億1百万円が主な要因です。

（純資産）

　純資産は70百万円増加し、99億26百万円となりました。繰越利益剰余金が1億36百万円増加したものの、その他有価

証券評価差額金等が65百万の減少となったことによります。

 ②キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より19億22百万円増加して57億75百万円

（前年同期比149.9％）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の営業活動による資金収支は、14億48百万円の増加となりました。

　これは、税引前当期純利益が6億37百万円であったことや売上高増加に伴う仕入債務の増加が７億１百万円であっ

たことが主たる要因であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の投資活動による資金収支は、6億40百万円の収入となりました。

　これは、新規事業所の開設及び既存事業所の増床に係わる有形固定資産の取得による支出が12億62百万円であっ

たものの、本社移転に係わる大阪市からの収用関係仮受金が17億77百万円であったことが主たる要因であります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の財務活動による資金収支は、1億66百万円の支出となりました。

　これは、配当金の支払が1億66百万円であったことが主たる要因であります。

　なお、キャッシュ・フロー指標は次の通りであります。

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（％） 46.6 47.7 47.7 47.2 42.1

時価ベースの自己資本比率（％） 49.7 43.2 52.0 42.1 30.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

 （注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。

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

発生していないため、記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

ております。

　今後につきましても、株主重視の基本方針を堅持してまいる所存であります。

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

活用し、企業体質と競争力の強化に取り組んでまいります。

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

当期の配当性向は54.9％であります。

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

(4）事業等のリスク

  ①　当社の事業内容及び業績の変動要因について

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

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

化による外食産業界の業況等により当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社の主要取扱品目である食品材料の一部においては、輸入商品の価格変動ならびに為替変動等により仕

入価格が変動する場合があり、当該仕入価格の上昇を販売価格へ転嫁できない場合には、利益率が低下する等当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

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

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

変動する可能性があることについて留意する必要があります。

②　食品衛生について

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

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

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

については改善する協議体制を整えており、品質管理、食品衛生管理には、万全の注意を払っております。

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

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

　当社の非連結子会社の株式会社マルモ・オイエは、現在、会社清算中であります。来期は、若干の清算配当が見込ま

れます。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

まいりました。

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

ました。

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

のある企業となり、顧客の発展とともに成長し続けることであります。

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

得られるものである、と確信しております。

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

のある対応を心がけ、経営資源を最大限に有効活用する所存であります。

 【当社の経営理念】

「私達は、自己の能力を啓発し、奉仕と感謝の心をもって

取引先にとってなくてはならない存在となり、

社員の幸福と企業の安定成長をはかり、

社会と食文化の発展に貢献する」

(2）目標とする経営指標

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

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

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

指します。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は「中期経営計画に基づき、次の４つの主要な戦略により、業績の拡大と社内構造改革に邁進してまいります。

①新製品開発力の強化

自社ブランド商品を中心とした新製品開発は今後とも『ヘルシーXプロジェクト」による健康メニュー提案を中心

に進めてまいります。営業現場の声や女性社員の感性を活かしながら、お客様に魅力あるメニュー提案を実施し、

お客様満足度の向上に努めます。

②適正利益の確保

地球温暖化による天候不順やバイオ燃料の拡大などにより、食品原材料の値上がりが続いています。

また、外食市場は停滞状況にあり、適正利益を確保するのが困難な状況にあります。

引き続き、仕入段階での選択と集中、個々の販売に対する利益管理を徹底、物流費はじめ経費の効率化を進めて、

利益の低下に歯止めをかける必要があります。

目標とする経営指標の自己資本当期純利益比率（ROE）は、19年3月期は3.9%であり、20年3月期は3.1％となりま

した。目標である８％台の回復に向けて、上記の取組を実践してまいります。

③東日本地区の拡大・強化

外食市場は東日本での構成比が50％を占めると推定されます。当社も組織や要員の強化を段階的に実施し、現状

35％前後の東日本での構成比を高めるべく、経営資源を重点的に投入し、販売拡大を進めてまいります。

④人材の育成

食品に対するあらゆる関心が高まるなか、社員1人ひとりがプロとしての見識と豊富な商品知識を持つこと、及び

社会人としての法令遵守の精神を堅持することが不可欠です。

そして、株主、社員、取引先、さらには社会にとって「いい会社」とは何かを問い続け、その一つとして新入社

員教育をはじめとした「階層別教育」と「職能別教育」の充実を図り、創造性と活力のある社員の育成に注力し

ていきます。 
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(4）会社の対処すべき課題

①安心・安全の追求

食品偽装や中国産ギョーザの問題など、食品の安心・安全を求める声は大きくなっています。

自社ブランド商品については、製造工場の査察をはじめとした品質管理の徹底を図っていきます。

また、賞味期限管理についても、倉庫管理の徹底により期限切れ商品の販売防止にさらに努めてまいります。

②物流機能の拡充

業務用食品卸としてお客様に確実に安心・安全な商品をお届けするという行為は営業活動の基本であり、最も

重要な活動です。今後、お客様の要望にとどまらず、環境対策の側面からもより効率的な物流が求められ、一

括物流への対応力、倉庫管理の充実が不可欠となります。

③内部統制評価制度への対応

財務報告に係る内部統制評価制度の適用開始により、より一層の透明性と公正性が求められます。社員全員が

この取り組みに真摯に対応するとともに、これを契機として業務の標準化、さらには効率化を図る所存です。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
第47期

（平成19年３月31日）
第48期

（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   3,852,710   5,775,080  1,922,370

２　受取手形 ※３  35,031   30,750  △4,281

３　売掛金 ※１  7,177,076   7,029,620  △147,455

４　有価証券   217,807   299,894  82,087

５　商品   1,376,662   1,721,597  344,934

６　繰延税金資産   188,973   182,637  △6,336

７　未収入金   337,589   447,823  110,234

８　その他   74,725   65,605  △9,120

９　貸倒引当金   △31,167   △12,049  19,117

流動資産合計   13,229,409 63.4  15,540,959 65.9 2,311,549

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物  1,847,833   1,847,833    

減価償却累計額  687,340 1,160,493  747,063 1,100,770  △59,722

２　建物附属設備  1,886,751   2,040,918    

減価償却累計額  1,277,926 608,824  1,382,339 658,578  49,754

３　構築物  124,458   129,174    

減価償却累計額  82,434 42,024  88,801 40,373  △1,650

４　機械装置  148,346   148,346    

減価償却累計額  95,749 52,597  106,523 41,823  △10,773

５　車両運搬具  7,455   5,195    

減価償却累計額  6,346 1,108  4,417 777  △330

６　器具備品  337,181   352,593    

減価償却累計額  275,966 61,214  292,942 59,651  △1,563

７　土地 ※２  2,226,250   3,281,705  1,055,455

有形固定資産合計   4,152,513 19.9  5,183,681 22.0 1,031,167
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第47期

（平成19年３月31日）
第48期

（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　商標権   137   78  △59

２　ソフトウェア   32,479   24,338  △8,141

３　電話加入権   26,614   26,614  －

４　施設利用権   1,057   956  △101

無形固定資産合計   60,288 0.3  51,987 0.2 △8,301

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   1,401,444   737,940  △663,504

２　関係会社株式   24,500   24,500  －

３　保証金   1,021,777   1,079,004  57,227

４　会員権   84,597   81,740  △2,857

５　保険積立金   91,531   99,790  8,259

６　長期性定期預金   500,000   500,000  －

７　破産更生債権等   174,866   63,236  △111,630

８　繰延税金資産   284,179   336,204  52,024

９　その他   12,477   12,807  329

１０　貸倒引当金   △156,618   △119,826  36,791

投資その他の資産合
計

  3,438,756 16.4  2,815,397 11.9 △623,358

固定資産合計   7,651,558 36.6  8,051,066 34.1 399,507

資産合計   20,880,968 100.0  23,592,025 100.0 2,711,056
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第47期

（平成19年３月31日）
第48期

（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 ※３  1,030   439  △591

２　買掛金
※1・
２

 8,784,991   9,486,940  701,949

３　未払金   126,618   35,888  △90,729

４　未払費用   712,516   724,040  11,523

５　未払法人税等   45,467   168,441  122,974

６　賞与引当金   242,802   267,439  24,637

７　役員賞与引当金   22,000   6,200  △15,800

８　その他   12,550   46,341  33,790

流動負債合計   9,947,977 47.6  10,735,731 45.5 787,754

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   719,476   765,434  45,957

２　役員退任慰労引当金   190,782   205,775  14,993

３　収用関係仮受金 ※４  －   1,777,283  1,777,283

４  その他   167,045   181,754  14,709

固定負債合計   1,077,303 5.2  2,930,247 12.4 1,852,943

負債合計   11,025,281 52.8  13,665,979 57.9 2,640,698
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第47期

（平成19年３月31日）
第48期

（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   1,305,700 6.2  1,305,700 5.5 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  1,233,690   1,233,690    

資本剰余金合計   1,233,690 5.9  1,233,690 5.2 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  154,131   154,131    

(2）その他利益剰余金         

任意積立金  4,600,000   4,600,000    

繰越利益剰余金  2,403,748   2,540,298    

利益剰余金合計   7,157,879 34.3  7,294,429 31.0 136,549

４　自己株式   △1,862 △0.0  △2,097 △0.0 △234

株主資本合計   9,695,406 46.4  9,831,722 41.7 136,315

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  160,280 0.8  94,324 0.4 △65,956

　評価・換算差額等合計   160,280 0.8  94,324 0.4 △65,956

純資産合計   9,855,687 47.2  9,926,046 42.1 70,358

負債純資産合計   20,880,968 100.0  23,592,025 100.0 2,711,056
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(2）損益計算書

  
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   57,477,519 100.0  61,125,724 100.0 3,648,204

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  1,237,558   1,376,662    

２　当期商品仕入高  47,947,567   51,373,930    

合計  49,185,125   52,750,592    

３　商品期末たな卸高  1,376,662 47,808,462 83.2 1,721,597 51,028,995 83.5 3,220,532

売上総利益   9,669,056 16.8  10,096,728 16.5 427,671

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  8,827,003 15.4  9,292,557 15.2 465,554

営業利益   842,053 1.4  804,170 1.3 △37,883

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4,547   10,367    

２　有価証券利息  29,568   11,425    

３　受取配当金  8,526   7,838    

４　賃貸料  33,004   34,304    

５　雑収入  25,118 100,766 0.2 34,734 98,669 0.2 △2,096

Ⅴ　営業外費用         

 １　複合金融商品評価損  92,191   269,600    

２　雑損失  150 92,341 0.1 2,864 272,465 0.4 180,123

経常利益   850,478 1.5  630,375 1.0 △220,103

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  5,634   －    

２　投資有価証券売却益  865   －    

３　貸倒引当金戻入益  2,893   65,812    

４　その他特別利益  － 9,393 0.0 7,478 73,291 0.1 63,898

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 4,924   2,296    

２　店舗閉鎖損 ※３ 125,533   －    

３　投資有価証券評価損  1,748   37,539    

４　会員権評価損  －   2,857    

５　貸倒引当金繰入額
（会員権）

 －   16,500    

６　その他特別損失  3,867 136,073 0.2 6,812 66,005 0.1 △70,067

税引前当期純利益   723,798 1.3  637,660 1.0 △86,137

法人税、住民税及び
事業税

 364,127   338,148    

法人税等調整額  △24,011 340,116 0.6 △3,583 334,565 0.5 △5,550

当期純利益   383,682 0.7  303,095 0.5 △80,586
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(3）株主資本等変動計算書

第47期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）(注) － － － － － △83,274 △83,274 － △83,274

剰余金の配当（千円） － － － － － △83,274 △83,274 － △83,274

利益処分役員賞与（千円）
(注)

－ － － － － △13,100 △13,100 － △13,100

別途積立金の積立（千円）
(注)

－ － － － 200,000 △200,000 － － －

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △86 △86

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

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

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

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

166,173 166,173 9,657,632

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）(注) － － △83,274

剰余金の配当（千円） － － △83,274

利益処分役員賞与（千円）
(注）

－ － △13,100

別途積立金の積立（千円）
(注)

－ － －

自己株式の取得（千円） － － △86

当期純利益（千円） － － 383,682

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

△5,892 △5,892 △5,892

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,892 △5,892 198,055

平成19年３月31日　残高
（千円）

160,280 160,280 9,855,687

 (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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第48期（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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － － △166,545 △166,545 － △166,545

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △234 △234

当期純利益（千円） － － － － － 303,095 303,095 － 303,095

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 136,549 136,549 △234 136,315

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,540,298 7,294,429 △2,097 9,831,722

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

160,280 160,280 9,855,687

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △166,545

自己株式の取得（千円） － － △234

当期純利益（千円） － － 303,095

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

△65,956 △65,956 △65,956

事業年度中の変動額合計
（千円）

△65,956 △65,956 70,358

平成20年３月31日　残高
（千円）

94,324 94,324 9,926,046
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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    

税引前当期純利益  723,798 637,660

減価償却費  212,079 214,921

貸倒引当金の増加額（△減少額）  71,985 △55,909

賞与引当金の増加額（△減少額）  △44,974 24,637

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △8,769 45,957

役員退任慰労引当金の増加額（△減少
額）

 16,498 14,993

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  22,000 △15,800

受取利息及び受取配当金  △42,643 △29,630

複合金融商品評価損  92,191 269,600

有形固定資産売却益  △5,634 －

有形固定資産除却損  21,405 2,296

店舗閉鎖損  87,819 －

投資有価証券売却益  △865 －

投資有価証券評価損  1,748 37,539

会員権評価損  － 2,857

売上債権の減少額（△増加額）  △974,399 151,737

たな卸資産の増加額  △139,104 △344,934

その他流動資産の増加額  △49,231 △101,164

営業保証金の増加額  △18,088 △27,394

破産更生債権等の減少額（△増加額）  △130,766 111,630

仕入債務の増加額  713,019 701,357

未払金の増加額(△減少額)  28,051 △37,199

未払消費税等の減少額  △25,126 △1,242

未払費用の増加額  96,644 11,523

その他流動負債の増加額(△減少額)  △8,642 6,702

その他固定負債の増加額  8,000 14,709

役員賞与の支払額  △13,100 －

小計  633,896 1,634,851

利息及び配当金の受取額  42,014 29,067

法人税等の支払額  △695,115 △215,113

営業活動によるキャッシュ・フロー  △19,203 1,448,805
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第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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    

有価証券の償還による収入  100,000 218,000

有形固定資産の取得による支出  △104,759 △1,262,298

有形固定資産の売却による収入  75,710 －

収用関係仮受金の受入による収入  － 1,777,283

無形固定資産の取得による支出  △19,055 △1,924

投資有価証券の取得による支出  △833,292 △51,171

投資有価証券の売却等による収入  501,391 －

保証金の差入による支出  △56,674 △72,511

保証金の返還等による収入  50,498 42,552

会員権の売却等による収入  1,000 －

保険積立金に係る保険料の支出  △8,668 △8,259

長期性定期預金の預入による支出  △500,000 －

その他投資の減少額（△増加額）  1,671 △1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー  △792,178 640,395

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出  △86 △234

配当金の支払額  △167,246 △166,596

財務活動によるキャッシュ・フロー  △167,332 △166,831

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  △978,715 1,922,370

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,831,425 3,852,710

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  3,852,710 5,775,080
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重要な会計方針

項目
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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

(1）子会社株式及び関連会社株式

…総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

(2）満期保有目的の債券

同左

(3）その他有価証券

①時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく　

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

なお、組込デリバティブを合理

的に区分して測定することがで

きない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価し、

評価差額を当事業年度の損益に

計上している。

(3）その他有価証券

①時価のあるもの

同左

②時価のないもの

…総平均法による原価法

②時価のないもの

同左

(4）デリバティブ 

 …時価法

(4）デリバティブ 

同左

２　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

……月次総平均法による原価法

同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

…定率法

主な耐用年数

建物　　　　　６～50年

建物附属設備　６～23年

有形固定資産

同左

無形固定資産

…定額法

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

よっております。

無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上いたしてお

ります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額を計上いたしております。

(2）賞与引当金

同左

(3)役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、支給

見込額を計上いたしております。

(3)役員賞与引当金

同左 
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項目
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき期末において発生し

ていると認められる額を計上いたして

おります。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から処理することとい

たしております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退任慰労引当金

　役員の退任慰労金の支給に充てるた

め、会社内規に基づく期末要支給額を

計上いたしております。

(4）役員退任慰労引当金

同左

５　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が、借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

６　キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、要求払い預金及び流動性が

高く、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資（取得日から３ヶ月以内に

満期日または償還日が到来するもの）を

資金としております。

同左

７　その他財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

項目
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

役員賞与に関する会計基準 　当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第4号　

平成17年11月29日）を適用しており

ます。

　これにより、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益、税引前当

期純利益がそれぞれ22,000千円減少

しております。

──────── 

貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準

　当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号　平成17年12月

9日）及び「貸借対照表の純資産の部

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は9,855,687千円であります。　

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度末における貸借対照表の

純資産の部については改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

　　　　　 

──────── 

有形固定資産の減価償却の方法 ──────── 　法人税の改正に伴い、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（建物を除く）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

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

──────── 　当事業年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固

定資産（平成10年4月1日以降に取得した建物を除く）につ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年

間で均等償却する方法によっております。これによる影響

は軽微であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第47期
(平成19年３月31日)

第48期
(平成20年３月31日)

※１　関係会社に対する資産及び負債

売掛金 113,158千円

買掛金 2,195

 

 

──────── 

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

土地        114,180千円 土地 114,180千円

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

買掛金        153,115千円 買掛金 135,190千円

 ※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

をもって決裁処理しております。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 4,482千円

支払手形 487

 

 

──────── 

 

──────── 

 

 ※４　収用関係仮受金

　大阪市より、本社ビルの土地売買契約及び物件移転

補償契約に基づくものです。
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（損益計算書関係）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は83.5％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

16.5％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は82.6％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

17.4％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 124,670千円

給料 2,500,378

賞与 264,081

賞与引当金繰入額 242,802

役員賞与引当金繰入額 22,000

退職給付費用 176,872

役員退任慰労引当金繰入額 16,498

法定福利費 404,564

貸倒引当金繰入額 83,436

賃借料 460,036

地代家賃 703,528

運賃 2,085,014

減価償却費 212,079

役員報酬 141,000千円

給料 2,637,781

賞与 228,968

賞与引当金繰入額 267,439

役員賞与引当金繰入額 6,200

退職給付費用 158,802

役員退任慰労引当金繰入額 14,993

法定福利費 419,202

貸倒引当金繰入額 －

賃借料 462,697

地代家賃 699,466

運賃 2,400,530

減価償却費 214,921

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

建物附属設備 4,647千円

器具備品 276

計      4,924

建物附属設備 2,041千円

その他 255

計           2,296

 ※３　店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。  ──────── 

固定資産除却損（建物附属

設備等）
16,481千円

中途解約違約金 87,819

解体撤去工事費用 21,233

計 125,533
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（株主資本等変動計算書関係）

第47期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式（注） 2,307 87 － 2,394

合計 2,307 87 － 2,394

 (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増加です。

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月22日

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

平成18年11月2日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月9日

取締役会
普通株式 83,273 利益剰余金 9 平成19年3月31日 平成19年6月7日

尾家産業株式会社（7481）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 22 －



第48期（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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式（注） 2,394 275 － 2,669

合計 2,394 275 － 2,669

 (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増加です。

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
（千円）

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 83,273 9 平成19年3月31日 平成19年6月7日

平成19年11月7日

取締役会
普通株式 83,272 9 平成19年9月30日 平成19年12月5日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年5月13日

取締役会
普通株式 83,270 利益剰余金 9 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）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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掲記されて

いる科目の金額との関係（平成19年3月31日現在）

現金及び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20年3月31日現在）

現金及び預金勘定 3,852,710千円

現金及び現金同等物 3,852,710

現金及び預金勘定 5,775,080千円

現金及び現金同等物 5,775,080
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（リース取引関係）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物附属設備 16,000 14,857 1,142

車両運搬具 732,566 341,998 390,567

器具備品 216,354 134,978 81,375

ソフトウェア 45,186 38,807 6,379

合計 1,010,107 530,641 479,465

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 865,007 356,235 508,772

器具備品 172,172 121,709 50,463

ソフトウェア 43,417 15,639 27,778

合計 1,080,598 493,583 587,014

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 175,014千円

１年超 309,705

計 484,719

１年以内 202,872千円

１年超 389,563

計 592,436

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 222,607千円

減価償却費相当額 215,504

支払利息相当額 6,823

支払リース料 224,559千円

減価償却費相当額 217,245

支払利息相当額 7,477

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算出方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 99,587千円

１年超 192,020

計 291,607

１年以内 98,729千円

１年超 148,098

計 246,828
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

第47期
（平成19年３月31日） 

第48期
（平成20年３月31日） 

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

      

①　国債・地方

債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの

      

①　国債・地方

債等
499,280 497,440 △1,840 299,894 299,850 △44

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 499,280 497,440 △1,840 299,894 299,850 △44

合計 499,280 497,440 △1,840 299,894 299,850 △44
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２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

第47期
（平成19年３月31日）

第48期
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表日
における貸借
対照表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表日
における貸借
対照表計上額

（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

      

①　株式 160,609 429,789 269,179 118,522 303,159 184,636

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 160,609 429,789 269,179 118,522 303,159 184,636

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

      

①　株式 12,228 9,870 △2,358 83,639 57,762 △25,876

②　債券 － － － － － －

③　その他 602,126 509,934 △92,191 602,126 240,334 △361,791

小計 614,354 519,805 △94,549 685,765 298,096 △387,668

合計 774,964 949,594 174,630 804,287 601,255 △203,031

３　当年度中に売却したその他有価証券

区分
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）　  

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）　  

売却額（千円） 1,391 －

売却益の合計額(千円) 865 －

売却損の合計額（千円） － －

４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

(1）子会社株式及び関連会社株式

区分

第47期
（平成19年３月31日）

第48期
（平成20年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 24,500 24,500

合計 24,500 24,500
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(2）その他有価証券

区分

第47期
（平成19年３月31日）

第48期
（平成20年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 150,377 115,685

非公募の内国債券 20,000 21,000

合計 170,377 136,685

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

区分

第47期
平成19年３月31日

第48期
平成20年３月31日

１年内
（千円）

１年超
５年内
（千円）

５年超
10年内
（千円）

10年超
（千円）

１年内
（千円）

１年超
５年内
（千円）

５年超
10年内
（千円）

10年超
（千円）

債券         

国債・地方債等 199,807 299,473 － － 299,894 － － －

社債 18,000 2,000 － － － 21,000 － －

その他 － 509,934 － － － 240,334 － －

合計 217,807 811,408 － － 299,894 261,334 － －

（デリバティブ取引関係）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状

況）　

　当社が当事業年度において利用したデリバティブ取引

は、他社株転換条項付債券の取引のみであります。

　なお、他社株転換条項付債券に係る取引については、

他社株転換条項に係るオプション契約が債券に係る契約

と区分されていないため、時価等に関する事項は「有価

証券関係」の注記に含めて開示しております。

（デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況）

　

同左
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（退職給付関係）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

(定年退職者のみを対象とし、その退職金の50％相当額

を支給)及び退職一時金制度をもうけております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

(定年退職者のみを対象とし、その退職金の50％相当額

を支給)及び退職一時金制度をもうけております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務 △1,662,010千円

(2）年金資産 873,233

(3）未積立退職給付債務 △788,777

(4）未認識数理計算上の差異 130,172

(5）貸借対照表計上額純額 △658,605

(6）前払年金費用 60,871

(7）退職給付引当金 △719,476

(1）退職給付債務 △1,614,524千円

(2）年金資産 835,275

(3）未積立退職給付債務 △779,248

(4）未認識数理計算上の差異 63,772

(5）貸借対照表計上額純額 △715,476

(6）前払年金費用 49,958

(7）退職給付引当金 △765,434

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用 123,654千円

(2）利息費用 34,411

(3）期待運用収益 △20,725

(4）数理計算上の差異の費用処理額 39,531

(5）合計 176,872

(1）勤務費用 115,834千円

(2）利息費用 33,240

(3）期待運用収益 △21,830

(4）数理計算上の差異の費用処理額 31,558

(5）合計 158,802

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

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年

(5）過去勤務債務の処理年数 １年

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年

(5）過去勤務債務の処理年数 1年

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第47期
（平成19年３月31日）

第48期
（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内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

退職給付関係 344,851千円

賞与引当金 98,577

減損損失 97,135

会員権評価損 34,659

未払事業税 6,231

減価償却超過額 40,138

貸倒引当金 35,696

その他 63,361

繰延税金資産小計 720,651

評価性引当額 △140,957

繰延税金資産合計 579,693

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △106,540

繰延税金負債合計 △106,540

繰延税金資産の純額 473,153

繰延税金資産  

退職給付関係 290,483千円

賞与引当金繰入超過額 108,580

減損損失 95,732

役員退任慰労引当金 83,544

減価償却超過額 45,035

会員権評価損 35,541

有価証券評価損 24,403

未払事業税 14,765

貸倒引当金 12,691

その他 28,575

繰延税金資産小計 739,354

評価性引当額 △156,076

繰延税金資産合計 583,277

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △64,436

繰延税金負債合計 △64,436

繰延税金資産の純額 518,841

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

法人住民税均等割額 5.3％

交際費等 2.2

評価性引当額の増減額 △0.6

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等負担率 47.0

法定実効税率 40.6％

（調整）  

法人住民税均等割額 6.3％

交際費等 2.6

評価性引当額の増減額 2.4

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等負担率 52.5

（持分法損益等）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社は、非連結子会社を有するのみであり記載する事項は

ありません。

同左
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（関連当事者との取引）

第47期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

３　子会社等

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

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

取引高に比較して重要性に乏しいと判断し、開示いたしておりません。

４　兄弟会社等

　該当事項はありません。

第48期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

３　子会社等

　当社の非連結子会社の株式会社マルモ・オイエは、現在、会社清算中であります。

４　兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
第47期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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 1,065円18銭 1,072円82銭

１株当たり当期純利益 41円47銭 32円76銭

 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

・損益計算書上の当期純利益

383,682千円

・普通株式に係る当期純利益

383,682千円

・普通株式の期中平均株式数

9,252,664株

・損益計算書上の当期純利益

303,095千円

・普通株式に係る当期純利益

303,095千円

・普通株式の期中平均株式数

9,252,477 株

（重要な後発事象）

第47期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第48期
（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。 該当事項はありません。

５．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。

(2）その他

 該当事項はありません。
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