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（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

12,460    2.0 
12,210    6.0 

1,056  93.4
546   66.9

973    90.9 
510  51.0 

875 140.3
364  10.2

 

 
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 
19 年３月期 

30  87  
12 85  

─
─

24.8 
11.2 

9.2  
5.6  

8.5 
4.5 

(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)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 
19 年３月期 

11,630   
9,470   

3,668  
3,433  

31.4  
36.0  

128 75 
120 35 

(参考) 自己資本       20 年３月期      3,656 百万円  19 年３月期      3,413 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 
19 年３月期 

588   
837   

△2,707  
△485  

1,931   
△351   

856  
1,042  

 
 
２．配当の状況 

 １株当り配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
 円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

─ 
1 50 

3 50  
3 50  

3 50 
5 00 

99  
141  

27.2  
16.2  

3.0 
4.0

21 年３月期 
（予想） 

2 50 2 50  5 00  31.5   

 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（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 四半期連結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 2四半期連結累計期間 
通     期 

6,000 △7.3 
12,800  2.7 

145 △78.2
590 △44.1

110 △82.8
510 △47.6

100 △83.6 
455 △48.0 

3 53 
15 86 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更  無 
〔（注）詳細は、16 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関
する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法（会計方針の変更）」をご覧ください。〕 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20 年３月期 28,373,005 株 19 年３月期 28,373,005 株 
②期末自己株式数  20 年３月期 9,637 株 19 年３月期 7,234 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.20 年３月期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

12,136  2.5  
11,844   6.0  

1,045 102.2 
517  68.0

967  101.9  
478  48.9  

879 153.4 
346 7.0 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭

20 年３月期 
19年３月期 

31 00  
12 23  

─
─

 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 
19年３月期 

11,483   
9,308   

3,643  
3,386  

31.7  
36.4  

128  44 
119  39 

(参考) 自己資本       20 年３月期      3,643 百万円  19 年３月期       3,386 百万円   
２．21 年３月期の個別業績予想（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 
通     期 

5,900 △6.4 
12,400  2.2 

140 △78.6
580 △44.5

105 △83.4
500  △48.3

100 △83.6 
450 △48.8 

3 53 
15 87 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表時現在において、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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の回復

などにより、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、米国のサブプライム住宅ローン問題に端

を発した米国経済の減速や世界的な金融市場の混乱、円高・株安・原油高などにより、景気に対す

る下振れリスクが高まってまいりました。 

当社グループに関連の深い住宅業界におきましても、改正建築基準法施行に伴う住宅投資の減少

が大きく影響し、新設住宅着工戸数が 103 万 5 千戸（前年同期比 19．4％減）と大幅に落ち込みま

した。 

このような環境の中、上半期は、薄物合板からの代替需要が進んだことや、針葉樹系の輸入ＭＤ

Ｆの供給不足による当社広葉樹系製品への代替需要が膨らむなど、ユーザーにおける木質パネルの

需要構造の変化に伴い、業績は好調に推移しましたが、下半期では、住宅需要の減退により、荷動

きが停滞し販売に苦慮しました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、124 億 60 百万円と前年同期比 2.0％の微増に止まりまし

た。このうち、国内製品のスターウッドは、新規需要の拡大により 46 億 62 百万円（同 9.5％増）、

スターウッド TFB は、薄物合板からの代替需要により 35 億 84 百万円（同 6.6％増）となりました。 

一方、輸入商品につきましては、昨年の海外 MDF メーカーの工場閉鎖による供給能力低下もあり、

代替工場からの供給量を増やしましたが、市場の低迷により前年同期比 9.3％減の 40 億 37 百万円

となりました。 

利益面では、販売価格の改定が浸透したことや生産部門による継続的なコストダウンと生産性向

上への取り組みが、原油価格の高騰による原材料価格の上昇を吸収し、物流費用と経費の削減効果

もあり経常利益は前年同期比約 2 倍となる 9 億 73 百万円（同 90.9％増）となりました。当期純利

益は、機械設備の更新に伴う除却損等の特別損失を計上しましたが、8億 75 百万円（同 140.3％増）

の大幅な増益となりました。 

 

次期の見通しは、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退懸念や株式・為替市

場の変動、原油価格の動向など、景気に対する不安要因が払拭できず、国内経済は足踏み状態が続

くものと予想されます。 

住宅投資についても、改正建築基準法の影響が収束に向かう期待感があるものの、暫らくは低調

に推移するものと思われます。 

当社グループはこの様な見通しの中、販売部門では高機能・高付加価値製品の拡販及び顧客ニー

ズへの対応力を強化し業績の向上を目指します。また、製造部門では品質の安定した製品を供給す

るとともにコスト削減に全力を尽くします。 

以上により、当社グループの平成 21 年３月期の業績の見通しは、連結売上高 128 億円、連結営

業利益５億 90 百万円、連結経常利益５億 10 百万円、連結純利益４億 55 百万円を見込んでおりま

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 

当連結会計年度末における総資産は 116 億 30 百万円（前連結会計年度末 94億 70 百万円）とな

りました。純資産額は、当期純利益８億 75 百万円を計上したことにより 36 億 68 百万円（同 34

億 33 百万円）となりましたが、自己資本比率は本社・工場土地に係わる信託受益権の購入により

総資産が増加したため前連結会計年度末より 4.6%ダウンし 31.4%となりました。 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、53 億 12 百万円（同 51 億 98 百万円）となりま

した。これは主に受取手形の減少額４億 95 百万円、売掛金の減少額２億 18 百万円及びたな卸資
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産の増加額７億 80 百万円によるものです。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、63 億 17 百万円（同 42 億 72 百万円）となりま

した。これは主に有形固定資産の増加額 30 億 93 百万円、無形固定資産の減少額 44 百万円及び投

資その他の資産の減少額 10 億４百万円によるものです。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、55 億 12 百万円（同 40 億 39 百万円）となりま

した。これは主に買掛金の減少額６億 16 百万円、短期借入金の増加額 10 億円、１年以内に返済

予定の長期借入金の増加額１億 96 百万円及び１年以内に償還予定の社債の増加額 5 億 99 百万円

によるものです。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、24 億 48 百万円（同 19 億 97 百万円）となりま

した。これは主に社債の増加額５億１百万円によるものです。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は、36 億 68 百万円となりました。これは主に当期純

利益８億 75 百万円、その他有価証券評価差額金の減少額１億 43 百万円、繰延ヘッジ損益の減少

額３億 52 百万円及び配当金の支払額１億 41 百万円によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億 56 百万円と

前年同期比 1億 86 百万円減少しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られた資金は、前年同期比２億 48 百万円減少し、５億 88 百万円となりま

した。これは主に税金等調整前当期純利益９億５百万円、減価償却費３億 62 百万円、売上債権の

減少額６億 96 百万円、たな卸資産の増加額８億 14 百万円及び仕入債務の減少額６億 12 百万円に

よるものです。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比 22 億 21 百万円増加し、27 億 7 百万円となりまし

た。これは機械設備等の取得による支出 3億 28 百万円に加え、信託土地契約の解除に伴う土地の

取得による支出 23 億 8 百万円などにより、有形固定資産取得による支出が 26 億 37 百万円となっ

たことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、前年同期比 22 億 83 百万円増加し、19 億 31 百万円となりま

した。これは主に信託受益権購入のための短期借入、長期借入及び社債発行による収入 23 億円及

び配当金の支払額１億 41 百万円によるものです。 
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（キャッシュ・フロー指標群） 

 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（％） 30.7 35.1 36.0 31.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 83.5 97.2 73.1 54.4 

債務償却年数（年） 10.7 5.8 3.9 8.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.1 6.1 15.1 11.2 

 

※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 

債務償却年数：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．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。 

２．連結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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継

続を重視するとともに、業績を反映した利益還元を行うことを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の確保と設備投資などの資金需要に備える所存

であります。 

当期の配当につきましては、平成 20 年１月 31 日に開示いたしましたとおり年間５円（中間特

別配当 1 円 50 銭を含む）とさせていただきます。これにより配当は前年度比１円 50 銭の増配と

なります。また、次期の配当につきましては、上記方針及び事業環境などを勘案し、１株につき

５円の年間配当金（中間配当金２円 50 銭）を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を

認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計期間末にお

いて判断したものであります。 

 

①経済の状況 

当社グループの事業に関連の深い住宅市場及びその関連市場は、経済の状況に大きく左右され

ます。好況時の個人消費が旺盛なときは、総じて業績も好調に推移しますが、景気が後退し個人

消費が低迷すると業績も下降する可能性があります。また、海外木工メーカーより低価格の完成

品及び半製品の輸入が拡大し、日本の木工業界が衰退するようなことがあると業績に大きく影響

します。 

 

②原材料価格の高騰 

当社グループの製品の原材料となる接着剤原料は、長年の安定した取引先より供給されており

ますが、原油価格の高騰が接着剤原料にまで波及しており製造原価に悪影響が出ております。そ

れを販売価格に転嫁できない場合は利益率が下がり、利益が減少する可能性があります。 
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③木材チップの供給 

当社グループの製品の原材料となる木材チップの 90％は海外からの輸入に依存しています。安

定した取引先を東南アジアに確保しておりますが、木材資源国での伐採規制が強化される中、東

南アジアの木材産業が衰退、縮小することがあると原材料の確保が困難になり、会社の存続に影

響を及ぼすことになります。しかし、当社は危険を回避するため、木材チップの新しい供給先の

リサーチ、建築解体材などのリサイクルチップの利用及び国産針葉樹チップを使用した床材用製

品などの開発に取り組んでおります。 

 

④ 輸入商品の供給 

当社グループの輸入商品の売上高は、総売上高のおよそ３分の１を占めておりますが、輸入供

給先の経営状態の変化によっては、供給量の確保や仕入価格に影響が出ることが予想され、当社

グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤為替レートの変動 

当社グループの製品は為替レートの変動に少なからず影響を受けます。円高の場合、主要原材

料である木材チップ及び輸入商品は、製造原価及び仕入原価の低減に寄与しますが、その反面、

海外ＭＤＦメーカーの日本市場参入を容易にし、価格競争が激化するなどの現象も生じ、業績に

影響を受ける可能性があります。逆に円安の場合には、チップ及び輸入商品の仕入価格が上昇し、

販売価格に転嫁できなければ収益減少要因となり利益が低下するリスクがあります。このため当

社は、市場の動向を注視しつつ、適切な為替予約の実施等により安定した収益の確保に努めてお

ります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社と子会社１社及びその他の関係会社１社で構成され、ＭＤＦ（Medium 

Density Fiberboard）の製造、販売を主な事業内容としております。 

子会社のＣ＆Ｈ株式会社は、当社の製品の販売及びパートナーであるカーター・ホルト・ハーベ

イ社製の輸入商品の販売を行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは創業以来、「木材の有効利用」を基本理念として、木材チップを主原料に社会的

要求である健康住宅を志向したノンホルム化及び超低ホルム化製品や、高耐水性・高耐久性を要

求される住宅関連製品を生産し、市場に供給しております。また、木質廃材やリサイクルチップ

（建築解体材など）の利用により「自然環境の保護」に寄与しております。そして、相互信頼に

基づく安定した取引で適切な利益を確保し、株主や顧客をはじめ関係各位の期待に応えるための

営業努力を続けてまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社では、利益配分の基本方針に従って、長期的な安定配当を維持継続し、企業価値の増大に

よる利益還元を行うことに注力しており、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）の向上を目指し業務

に励む所存であります。 

 

 

カーター・ホルト・ハーベイ社 

本社：ニュージーランド 

工場：オーストラリア 

ニュージーランド 

（連結子会社）

Ｃ＆Ｈ株式会社 

ＭＤＦ製造・販売・開発 

得意先 

仕入

販売 

販売 

当社 

（その他の関係会社）

兼松株式会社 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成 17 年５月に発表しました「新３ヵ年計画」の経営方針に基づき、収益の拡大、コ

ストダウンの追求及び財務体質の改善に取り組んでまいりましたが、利益については 終年度の

今期において計画を大きく上回ることができました。一方、昨年６月に施行されました改正建築

基準法の影響により住宅関連事業の先行きが非常に厳しい状況となっていますが、安定的かつ持

続的な成長を目指して次の３ヵ年計画（ＮＥＸＴ2010）に取り組んでまいります。 

販売部門では新規市場の開拓や新規商品の販売に傾注し収益拡大を目指します。また、提案型

営業に注力し、特に合板の代替需要として高耐水商品の販売を強力に進めてまいります。 

一方、輸入商品についてはサプライヤーとの関係をより強固に確立し、安定的な供給体制を構

築します。 

製造部門においては、ISO14001:2004（環境マネジメントシステム）の方針に基づき、環境に対

する負荷の減少に積極的に取組み、リサイクルの推進により製造コストの更なる低減を追求しま

す。また、平成 19 年 4 月に導入した新コージェネレーション設備によるエネルギーコストの削減

などコストダウンを継続するとともに、生産性・稼働率・歩留率の向上に取り組んでまいります。 

財務においては信託土地受益権購入資金の借入れにより増大した有利子負債の削減を目指しま

す。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境は、原油価格及び為替の動向並びに国内住宅市場の不透明感など

依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような環境下、収益の改善に向け、高耐水性、高耐久性の品質の維持・向上を図りながら、

製造コストの低減に努めるとともに、環境適応企業として安心・安全な製品とサービスを持続的

に提供し続け、お客様からの信頼を一層高めていく所存です。また、内部統制体制の確立により

業務の有効性及び効率性を図ります。 
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４ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(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
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,042,931  956,131

２ 受取手形及び売掛金  2,188,226  1,474,410

３ たな卸資産  1,875,347  2,655,683

４ 繰延税金資産  ─  190,387

５ その他  91,598  36,370

流動資産合計  5,198,104 54.9  5,312,983 45.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  2,180,807 2,193,650 

減価償却累計額  1,531,487 649,320 1,549,522 644,127

(2) 機械装置及び運搬具  11,631,613 11,703,199 

減価償却累計額  10,142,986 1,488,627 10,129,309 1,573,890

(3) 土地 ※２ 76,310  3,094,470

(4) 建設仮勘定  513  ─

(5) その他  160,759 152,290 

減価償却累計額  124,887 35,872 121,118 31,172

有形固定資産計  2,250,643 23.8  5,343,660 46.0

２ 無形固定資産  221,663 2.3  177,573 1.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  922,496  739,023

(2) 長期貸付金  10,116  11,453

(3) 信託土地  709,261  ─

(4) その他  164,790  51,564

(5) 貸倒引当金  △6,100  △6,100

投資その他の資産計  1,800,564 19.0  795,941 6.8

固定資産合計  4,272,870 45.1  6,317,175 54.3

資産合計  9,470,975 100.0  11,630,158 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(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
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  2,292,659  1,674,936

２ 短期借入金  700,000  1,700,000

３ １年以内に償還予定の 
  社債 

 150,200  749,200

４ １年以内に返済予定の 
  長期借入金 

 470,000  666,932

５ 未払法人税等  17,455  17,669

６ 賞与引当金  104,256  131,400

７ 役員賞与引当金  ─  11,600

８ その他  305,179  561,192

流動負債合計  4,039,750 42.6  5,512,930 47.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  449,600  950,600

２ 長期借入金  867,500  658,702

３ 繰延税金負債  46,804  205,591

４ 退職給付引当金  358,921  310,966

５ 環境対策引当金  24,399  24,399

６ その他  250,248  298,573

固定負債合計  1,997,473 21.1  2,448,833 21.1

負債合計  6,037,224 63.7  7,961,763 68.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  2,343,871 24.7  2,343,871 20.1

２ 利益剰余金  1,096,119 11.6  1,830,044 15.7

３ 自己株式  △1,143 △0.0  △1,918 △0.0

株主資本合計  3,438,847 36.3  4,171,997 35.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 67,214 0.7  △75,788 △0.7

２ 繰延ヘッジ損益  34,478 0.4  △317,752 △2.7

３ 土地再評価差額金 ※２ △126,602 △1.3  △126,602 △1.0

評価・換算差額等合計  △24,908 △0.2  △520,143 △4.4

Ⅲ 少数株主持分  19,812 0.2  16,541 0.1

純資産合計  3,433,750 36.3  3,668,395 31.5

負債及び純資産合計  9,470,975 100.0  11,630,158 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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  12,210,815 100.0  12,460,282 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 10,009,376 82.0  9,761,002 78.3

売上総利益  2,201,438 18.0  2,699,280 21.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,655,188 13.5  1,642,910 13.2

営業利益  546,249 4.5  1,056,369 8.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  7,859 9,541 

２ 土地信託配当金  18,438 19,427 

３ 賃貸収入  14,160 13,200 

４ デリバティブ評価益  4,483 ─ 

５ その他  17,341 62,282 0.5 19,480 61,649 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  57,196 47,412 

２ 手形譲渡損  15,713 22,164 

３ 売上割引  24,284 26,893 

４ デリバティブ評価損  ─ 29,319 

５ その他  1,209 98,403 0.8 18,325 144,114 1.2

経常利益  510,128 4.2  973,904 7.8

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 537 ─ 

２ 関係会社株式売却益  21,654 22,191 0.2 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※４ 126,774 54,528 

２ 環境対策費用  24,470 ─ 

３ 棚卸資産廃棄損  ─ 151,244 1.3 13,775 68,303 0.6

税金等調整前当期 
純利益 

 381,075 3.1  905,601 7.2

法人税、住民税及び 
事業税 

 13,500 14,500 

法人税等調整額  ─ 13,500 0.1 15,203 29,703 0.2

少数株主利益  3,097 0.0  145 0.0

当期純利益  364,478 3.0  875,752 7.0
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 806,407 △973 3,149,304

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注） △3,850  △3,850

 当期純利益 364,478  364,478

 自己株式の取得 △169 △169

株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計(千円) ─ 289,712 △169 289,542

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 1,096,119 △1,143 3,438,847

 
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 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 16,097 3,133,952

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △70,916

 利益処分による役員賞与（注）   △3,850

 当期純利益   364,478

 自己株式の取得   △169

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△27,938 34,478 ─ 6,540 3,714 10,255

連結会計年度中の変動額合計(千円) △27,938 34,478 ─ 6,540 3,714 299,798

平成19年３月31日残高(千円) 67,214 34,478 △126,602 △24,908 19,812 3,433,750

（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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当連結会計年度(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 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 1,096,119 △1,143 3,438,847

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △141,827  △141,827

 当期純利益 875,752  875,752

 自己株式の取得 △775 △775

株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計(千円) ─ 733,925 △775 733,150

平成20年３月31日残高(千円) 2,343,871 1,830,044 △1,918 4,171,997

 
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 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 67,214 34,478 △126,602 △24,908 19,812 3,433,750

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △141,827

 当期純利益   875,752

 自己株式の取得   △775

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△143,003 △352,231 ─ △495,234 △3,270 △498,505

連結会計年度中の変動額合計(千円) △143,003 △352,231 ─ △495,234 △3,270 234,644

平成20年３月31日残高(千円) △75,788 △317,752 △126,602 △520,143 16,541 3,668,395
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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    
税金等調整前当期純利益  381,075 905,601 
減価償却費  322,703 362,424 
退職給付引当金の減少額  △5,372 △47,954 
賞与引当金の増加額  11,052 38,744 
環境対策引当金の増加額  24,399 ─ 
受取利息及び受取配当金  △7,859 △9,541 
支払利息  57,196 47,412 
デリバティブ評価益（△）又は評価損  △4,483 29,319 
固定資産除却損  126,774 54,528 
関係会社株式売却益  △21,654 ─ 
売上債権の増加額（△）又は減少額  △767,239 696,018 
たな卸資産の減少額  256,414 △814,690 
未払消費税等の増加額又は減少額（△）  5,475 △22,881 
仕入債務の増加額又は減少額（△）  377,943 △612,761 
割引手形の増加額又は減少額（△）  △5,142 17,797 
役員賞与の支払額  △3,850 ─ 
その他  154,551 2,236 

小計  901,985 646,251 
利息及び配当金の受取額  7,338 9,521 
利息の支払額  △55,449 △52,186 
法人税等の支払額  △16,498 △14,935 

営業活動によるキャッシュ・フロー  837,375 588,650 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

長期性預金の預入れによる支出  △100,000 ─ 
投資有価証券の取得による支出  △95,465 ─ 
関係会社株式の取得による支出  ─ △9,000 
関係会社株式の売却による収入  31,685 ─ 
有形固定資産の取得による支出  △257,948 △2,637,165 
無形固定資産の取得による支出  △68,290 △46,501 
固定資産の除却に係る撤去費用等の支出  △1,090 △9,410 
貸付による支出  ─ △3,500 
貸付金の回収による収入  2,033 2,162 
その他  3,500 △3,711 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △485,574 △2,707,126 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  100,000 1,000,000 
長期借入による収入  200,000 500,000 
長期借入金の返済による支出  △380,700 △511,866 
社債の発行による収入  ─ 1,286,893 
社債の償還による支出  △200,200 △200,000 
配当金の支払額  △70,916 △141,827 
少数株主への配当金の支払額  ─ △750 
自己株式の取得による支出  △169 △775 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △351,986 1,931,675 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額等  1,155 ─ 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

又は減少額（△） 
 970 △186,800 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,041,961 1,042,931 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,042,931 856,131 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

(1) 連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

 (2) 主要な非連結子会社 

   非連結子会社はありません。 

(2) 主要な非連結子会社 

   株式会社大亀 

  （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用会社はありません。  持分法を適用していない非連結子会

社（株式会社大亀）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日と連結決算日は

一致しております。 

 連結子会社の決算日と連結決算日は

一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

  決算日前１ヶ月間の市場価格等の

平均に基づく時価法(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)によっております。 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

  総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

  ②未着商品 

  個別法による原価法 

 ②未着商品 

同左 

  ③仕掛品及び原材料 

  総平均法による原価法 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

  ④貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法 

 ④貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産－定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。なお、

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 3年～50年

機械装置及び運搬具 4年～15年
 

有形固定資産－定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。なお、

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 3年～50年

機械装置及び運搬具 3年～15年
 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当連結会計年度

から、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

９百万円減少しております。 

 無形固定資産－定額法 

 なお、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)に基づく定額法によっております。

無形固定資産－定額法 

同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

   支出時に全額費用として処理し

ております。 

社債発行費 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失にあてる

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 

   従業員等に対して支給する賞与

の支出にあてるため支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

――― 

(3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支

出にあてるため支給見込額を計上

しております。 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）

廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」により処理が義務

付けられているＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当連結会計年度

末における見積額を計上しており

ます。 

(5) 環境対策引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処

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) 重要なヘッジ会計の方

法 

(1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、振当処理の要件を満

たす為替予約については、振当処

理を行っております。また、特例

処理の要件を満たす金利スワップ

については、特例処理を行ってお

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） 

   為替予約取引および金利スワッ

プ取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

同左 

   （ヘッジ対象） 

   商品・原材料の輸入取引および

借入金に係る利息 

  （ヘッジ対象） 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   為替予約取引は、商品および原

材料の輸入取引に係る為替変動リ

スクを回避し、安定した購入価格

を維持する目的で行っており、実

需の範囲で実施しております。ま

た、金利スワップ取引は、借入金

の金利変動リスクを回避する目的

で行っており、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 

   為替予約取引については、当該

取引とヘッジ対象になる負債又は

予定取引に関する重要な条件が同

一であり、ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動を相殺するこ

とが事前に想定されるため、有効

性の判定を省略しております。金

利スワップについては、「金利スワ

ップの特例処理」の適用要件を充

足しておりますので、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 

 (7) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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) 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ12,751千円減少

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等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,379,459千円であります。 

 当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部

については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。 

――― 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外

収益の「保険収入」（当連結会計年度1,099千円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することといたしま

した。 

――― 

 

 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

 １ 受取手形割引高 1,429,913千円
 

 １ 受取手形割引高 1,447,711千円
 

※２ 土地の再評価 

    当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円

※２ 土地の再評価 

    当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

運賃荷役費 748,841千円

役員報酬 80,723 

給与賃金手当 252,570 

減価償却費 37,999 

賞与引当金繰入額 36,856 

退職給付費用 25,829 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

運賃荷役費 695,007千円

役員報酬 69,216 

給与賃金手当 225,553 

減価償却費 63,153 

賞与引当金繰入額 44,700 

退職給付費用 9,403 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は73,121千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は88,972千円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 537千円
 

――― 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 3,012千円

機械装置及び運搬具 109,754千円

工具器具備品 1,274千円

ソフトウェア 5,563千円

除却に伴う撤去費用等 7,170千円

合計 126,774千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,346千円

機械装置及び運搬具 48,155千円

工具器具備品 695千円

除却に伴う撤去費用等 3,330千円

合計 54,528千円
 

 
(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 28,373 ― ― 28,373

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)(注) 6,465 769 ─ 7,234
 
  (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 769 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(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29日 
定時株主総会 

普通株式 70,916 2.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 99,280 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 28,373 ─ ─ 28,373

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)(注) 7,234 2,403 ─ 9,637
 
  (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,403 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 99,280 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月15日 
取締役会 

普通株式 42,547 1.5 平成19年９月30日 平成19年12月10日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 99,271 3.5 平成20年3月31日 平成20年6月30日
 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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連結貸借対照表

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)

現金及び預金勘定 1,042,931千円

現金及び現金同等物 1,042,931千円
 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 956,131千円

預入期間３か月超の定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 856,131千円
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分

しておりますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益並びに

総資産に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

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

年４月１日 至 平成20年３月31日) 

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

 
【海外売上高】 

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

年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

法人主 
要株主 

兼松 
株式会社 

東京都 
港区 

27,781 商社 

(所有) 
直接 0.2 
(被所有) 
直接30.6 

― 商品の購入 商品の購入 1,258,417 買掛金 493,311

 (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 商品の購入についての取引条件は他の取引先と同じ決定方針で決めております。 

２ 取引金額及び期末残高には、消費税等を含んでおります。 

 
当連結会計年度(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 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

法人主 
要株主 

兼松 
株式会社 

東京都 
港区 

27,781 商社 

(所有) 
直接 0.2 
(被所有) 
直接30.6 

― ─ 
土地信託
受益権購入

2,300,000 ─ ─ 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 土地信託受益権の購入に関しては、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に決定しております。 
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２.子会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

非連結 
子会社 

株式会
社大亀 

大阪府 
岸和田市 

10 
木材製品 
の加工 

(所有) 
直接 100.0

兼任
１名

委託加工
及び土地建
物の賃貸

土地、建物
の賃貸 

6,930 ─ ─ 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 委託加工の加工賃についての取引条件は他の取引先と同じ決定方針で決めております。また、土地、建物

の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。 

２ 取引金額には、消費税等を含んでおります。 

 
(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 120円35銭
 

１株当たり純資産額 128円75銭
 

１株当たり当期純利益金額 12円85銭
 

１株当たり当期純利益金額 30円87銭
 

 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表示しておりませ

ん。 

同左 

(注) 算定上の基礎 

 １ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,433,750 3,668,395

普通株式に係る純資産額(千円) 3,413,938 3,651,853

差額の主な内訳 

少数株主持分 19,812 16,541

普通株式の発行済株式数(千株) 28,373 28,373

普通株式の自己株式数(千株) 7 9

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

28,365 28,363

  

 ２ １株当たり当期純利益金額 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当期純利益(千円) 364,478 875,752

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 364,478 875,752

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,366 28,364
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 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５ 【財務諸表等】 

(1) 【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  850,988  765,224

２ 受取手形 ※２ 584,154  88,432

３ 売掛金 ※２ 1,608,009  1,385,977

４ 商品  496,099  956,593

５ 未着商品  156,815  158,068

６ 製品  622,351  844,424

７ 原材料  120,836  191,116

８ 仕掛品  192,312  189,140

９ 貯蔵品  286,931  316,339

10 前渡金  19,713  ─

11 前払費用  16,655  9,747

12 繰延税金資産  ─  190,387

13 その他  38,242  11,351

流動資産合計  4,993,112 53.6  5,106,804 44.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  1,825,044 1,828,019 

減価償却累計額  1,299,580 525,464 1,311,703 516,316

(2) 構築物  352,648 362,516 

減価償却累計額  229,242 123,406 234,913 127,603

(3) 機械及び装置  11,617,741 11,689,326 

減価償却累計額  10,130,610 1,487,130 10,116,399 1,572,927

(4) 車両運搬具  13,872 13,872 

減価償却累計額  12,376 1,496 12,910 962

(5) 工具器具備品  159,801 151,331 

減価償却累計額  124,436 35,364 120,575 30,756

(6) 土地 ※１ 76,310  3,094,470

(7) 建設仮勘定  513  ─

有形固定資産計  2,249,686 24.2  5,343,036 46.5

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  215,683  171,255

(2) ソフトウェア仮勘定  ─  822

(3) 電話加入権  4,082  4,082

(4) その他  1,896  1,412

無形固定資産計  221,663 2.4  177,573 1.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  705,954  617,833

(2) 関係会社株式  262,674  188,767

(3) 従業員に対する 
  長期貸付金 

 10,116  11,453

(4) 信託土地  709,261  ─

(5) 長期前払費用  2,425  1,792

(6) 会員権  28,161  28,161

(7) 長期性預金  100,000  ─

(8) その他  31,703  14,310

(9) 貸倒引当金  △6,100  △6,100

投資その他の資産合計  1,844,197 19.8  856,220 7.5

固定資産合計  4,315,546 46.4  6,376,830 55.5

資産合計  9,308,658 100.0  11,483,634 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  106,557  105,349

２ 買掛金 ※２ 2,186,102  1,569,586

３ 短期借入金  700,000  1,700,000

４ １年以内に償還予定の 
  社債 

 150,200  749,200

５ １年以内に返済予定の 
  長期借入金 

 470,000  666,932

６ 未払金  89,896  46,241

７ 未払費用  25,481  30,519

８ 未払法人税等  11,539  12,169

９ 未払消費税等  19,421  ─

10 預り金  15,917  15,428

11 前受収益  1,155  1,155

12 賞与引当金  86,800  113,500

13 役員賞与引当金  ─  6,800

14 設備未払金  132,482  145,301

15 デリバティブ債務  ─  317,752

16 その他  39,411  20,538

流動負債合計  4,034,964 43.3  5,500,474 47.9

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  449,600  950,600

２ 長期借入金  867,500  658,702

３ 繰延税金負債  43,129  205,591

４ 退職給付引当金  358,921  310,966

５ 環境対策引当金  24,399  24,399

６ 長期未払金  142,194  177,435

７ その他  1,280  12,347

固定負債合計  1,887,025 20.3  2,340,042 20.4

負債合計  5,921,989 63.6  7,840,516 68.3

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  2,343,871 25.2  2,343,871 20.4

２ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  15,000 29,182 

(2) その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金  1,058,199 1,781,371 

利益剰余金合計  1,073,199 11.5  1,810,553 15.8

３ 自己株式  △1,143 △0.0  △1,918 △0.0

株主資本合計  3,415,927 36.7  4,152,505 36.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 62,865 0.7  △65,032 △0.6

２ 繰延ヘッジ損益  34,478 0.4  △317,752 △2.8

３ 土地再評価差額金 ※１ △126,602 △1.4  △126,602 △1.1

評価・換算差額等合計  △29,257 △0.3  △509,387 △4.5

純資産合計  3,386,669 36.4  3,643,118 31.7

負債及び純資産合計  9,308,658 100.0  11,483,634 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※５  
１ 製品売上高  ─ 8,131,353 
２ 商品売上高  ─ 11,844,723 100.0 4,005,192 12,136,545 100.0

Ⅱ 売上原価 ※5,6  
１ 製品期首たな卸高  671,779 622,351 
２ 商品期首たな卸高  903,156 652,915 
３ 当期製品製造原価  6,331,176 6,832,114 
４ 当期商品仕入高  3,381,833 3,628,627 

合計  11,287,946 11,736,009 
５ 他勘定振替高 ※１ 3,302 15,920 
６ 製品期末たな卸高  622,351 844,424 
７ 商品期末たな卸高  652,915 10,009,376 84.5 1,114,662 9,761,002 80.4

売上総利益  1,835,346 15.5  2,375,543 19.6
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,6 1,318,060 11.2  1,329,702 11.0

営業利益  517,286 4.3  1,045,840 8.6
Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1,142 1,214 
２ 受取配当金  6,086 11,200 
３ 土地信託配当金  18,438 19,427 
４ 賃貸収入 ※５ 14,160 13,200 
５ デリバティブ評価益  4,483 ─ 
６ 電算業務請負収入 ※５ 6,575 8,375 
７ その他  9,095 59,981 0.5 10,127 63,545 0.5

Ⅴ 営業外費用   
１ 支払利息 ※５ 50,819 39,504 
２ 社債利息  6,259 5,891 
３ 手形譲渡損  15,713 22,164 
４ 売上割引 ※５ 24,284 26,893 
５ 社債発行費償却額  ─ 13,106 
６ デリバティブ評価損  ─ 29,319 
７ その他  1,209 98,286 0.8 5,218 142,098 1.1

経常利益  478,981 4.0  967,287 8.0

Ⅵ 特別利益   
１ 固定資産売却益 ※３ 537 ─ 
２ 関係会社株式売却益  21,654 22,191 0.2 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失   
１ 固定資産除却損 ※４ 126,774 54,528 
２ 環境対策費用  24,470 ─ 
３ 棚卸資産廃棄損  ─ 151,244 1.3 13,775 68,303 0.6

税引前当期純利益  349,928 2.9  898,984 7.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,000 4,600 

法人税等調整額  ─ 3,000 0.0 15,203 19,803 0.2

当期純利益  346,928 2.9  879,180 7.2
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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 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
利益準備金

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(千円) 2,343,871 7,500 792,687 800,187 △973 3,143,084

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △70,916 △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000 △3,000  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  7,500 △7,500 ─  ─

 当期純利益  346,928 346,928  346,928

自己株式の取得  △169 △169

 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) ─ 7,500 265,512 273,012 △169 272,842

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 15,000 1,058,199 1,073,199 △1,143 3,415,927

 
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
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 3,111,635

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  ─

 当期純利益  346,928

自己株式の取得  △169

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△32,287 34,478 ─ 2,191 2,191

事業年度中の変動額合計(千円) △32,287 34,478 ─ 2,191 275,034

平成19年３月31日残高(千円) 62,865 34,478 △126,602 △29,257 3,386,669

（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 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
利益準備金

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(千円) 2,343,871 15,000 1,058,199 1,073,199 △1,143 3,415,927

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △141,827 △141,827  △141,827

 利益準備金の繰入  14,182 △14,182 ─  ─

 当期純利益  879,180 879,180  879,180

自己株式の取得  △775 △775

 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) ─ 14,182 723,171 737,353 △775 736,578

平成20年３月31日残高(千円) 2,343,871 29,182 1,781,371 1,810,553 △1,918 4,152,505

 
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
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 62,865 34,478 △126,602 △29,257 3,386,669

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △141,827

 利益準備金の繰入  ─

 当期純利益  879,180

自己株式の取得  △775

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△127,897 △352,231 ─ △480,129 △480,129

事業年度中の変動額合計(千円) △127,897 △352,231 ─ △480,129 256,448

平成20年３月31日残高(千円) △65,032 △317,752 △126,602 △509,387 3,643,118
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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) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

   移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（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）によっております。 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法によっております。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品及び製品 

   総平均法による原価法 

(1) 商品及び製品 

同左 

 (2) 未着商品 

   個別法による原価法 

(2) 未着商品 

同左 

 (3) 仕掛品及び原材料 

   総平均法による原価法 

(3) 仕掛品及び原材料 

同左 

 (4) 貯蔵品 

   終仕入原価法による原価法 

(4) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産－定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。なお、

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

 建物     ８年～38年 

 機械及び装置 ９年～15年 

有形固定資産－定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。なお、

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

 建物     ８年～38年 

 機械及び装置 ３年～15年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ９百万

円減少しております。 

 無形固定資産－定額法 

 なお、ソフトウェア(自社利用)につ

いては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

無形固定資産－定額法 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。

社債発行費 

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) 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失にあてる

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 

   従業員等に対し支給する賞与の

支出にあてるため支給見込額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

――― 

(3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支

出にあてるため支給見込額を計上

しております。 

 (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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）

廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」により処理が義務

付けられているＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当事業年度末に

おける見積額を計上しておりま

す。 

(5) 環境対策引当金 

同左 

７ 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ィナン

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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、振当処理の要件を満

たす為替予約については、振当処

理を行っております。また、特例

処理の要件を満たす金利スワップ

については、特例処理を行ってお

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） 

   為替予約取引および金利スワッ

プ取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

同左 

   （ヘッジ対象） 

   商品・原材料の輸入取引および

借入金に係る利息 

  （ヘッジ対象） 

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) 

 (3) ヘッジ方針 

   為替予約取引は、商品および原

材料の輸入取引に係る為替変動リ

スクを回避し、安定した購入価格

を維持する目的で行っており、実

需の範囲で実施しております。ま

た、金利スワップ取引は、借入金

の金利変動リスクを回避する目的

で行っており、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 

   為替予約取引については、当該

取引とヘッジ対象になる負債又は

予定取引に関する重要な条件が同

一であり、ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動を相殺する

ことが事前に想定されるため、有

効性の判定を省略しております。

金利スワップについては、「金利ス

ワップの特例処理」の適用要件を

充足しておりますので、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 

９ 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

 
 
会計処理の変更 

 

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) 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、それぞれ4,741千円減少してお

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等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,352,190千円であります。 

 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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表示方法の変更 

 

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） 

前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「長期未払金」は、資産の総額の100分の1

を超えたため当事業年度より区分掲記することといたし

ました。 

なお、前事業年度の「長期未払金」は84,678千円であ

ります。 

─── 

 

 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「電算業務請負収入」は、営業外収

益の100分の10を超えたため当事業年度より区分掲記

することといたしました。 

なお、前事業年度の「電算業務請負収入」は6,575

千円であります。 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで売上高に含めて表示しておりました

「製品売上高」、「商品売上高」は明瞭性の観点から区

分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度の「製品売上高」は7,493,871千

円、「商品売上高」は4,350,852千円であります。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益

の「保険収入」（当事業年度1,099千円）は、営業外収

益の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

 

 

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 土地の再評価 

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円 

※１ 土地の再評価 

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円 

※２ 関係会社に係るもの 

    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取手形 584,154千円

売掛金 1,607,084千円

買掛金 494,164千円
 

※２ 関係会社に係るもの 

    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取手形 88,432千円

売掛金 1,385,965千円

 
 

 ３ 受取手形割引高 1,429,913千円
 

 ３ 受取手形割引高 1,447,711千円
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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 他勘定振替高は次のとおりであります。 

商品、製品から販売費へ 3,302千円
 

※１ 他勘定振替高は次のとおりであります。 

商品、製品から販売費へ 7,592千円

製品から特別損失へ 6,990 

製品からその他へ 1,337 
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は75％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

25％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。 

運賃荷役費 748,841千円

役員報酬 48,241 

給与賃金手当 121,469 

賃借料 57,835 

保管料 83,862 

減価償却費 37,362 

賞与引当金繰入額 19,400 

退職給付費用 24,135 
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は70％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

30％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。 

運賃荷役費 695,007千円

役員報酬 47,137 

給与賃金手当 113,468 

賃借料 59,185 

保管料 86,578 

減価償却費 62,820 

賞与引当金繰入額 25,700 

退職給付費用 9,403 
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 537千円
 

─── 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

建物 1,202千円

構築物 1,809千円

機械及び装置 109,723千円

工具器具備品 1,274千円

車両及び運搬具 30千円

ソフトウェア 5,563千円

除却に伴う撤去費用等 7,170千円

合計 126,774千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

建物 1,730千円

構築物 616千円

機械及び装置 48,155千円

工具器具備品 695千円

除却に伴う撤去費用等 3,330千円

合計 54,528千円
 

※５ 関係会社に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への売上高 11,836,874千円

関係会社よりの仕入高 1,198,492千円

関係会社よりの電算業務 
請負収入 

6,575千円

関係会社への支払利息 12,087千円

関係会社への売上割引 24,284千円
 

※５ 関係会社に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への売上高 12,127,676千円

関係会社への売上割引 26,893千円

関係会社よりの賃貸収入 6,600千円
 

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は73,121千円であります。 

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は88,972千円であります。 
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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４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）(注) 6,465 769 ─ 7,234
 
   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 769 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）(注) 7,234 2,403 ─ 9,637
 
   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,403 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
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 (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 119円39銭
 

１株当たり純資産額 128円44銭
 

１株当たり当期純利益金額 12円23銭
 

１株当たり当期純利益金額 31円00銭
 

  

 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) 算定上の基礎 

 １ １株当たり純資産額 

 
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合計額(千円) 3,386,669 3,643,118

普通株式に係る純資産額（千円） 3,386,669 3,643,118

普通株式の発行済株式数（千株） 28,373 28,373

普通株式の自己株式数(千株) 7 9

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

28,365 28,363

 

 ２ １株当たり当期純利益金額 

 
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)

当期純利益(千円) 346,928 879,180

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 346,928 879,180

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,366 28,364

 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）役員の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他 

生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)
比較増減 

事業部門等の名称 

金額 金額 金額 前年同期比(％)

スターウッド 3,545,520 3,757,149 211,629 5.97 

スターウッドＴＦＢ 2,694,698 2,989,503 294,804 10.94 

その他 90,957 85,461 △5,496 △6.04 

合計 6,331,176 6,832,114 500,937 7.91 

（注）１．金額は、製造価格によっております。 

２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 

当社グループは、見込み生産を行なっておりますので、該当事項はありません。 

 

③販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)
比較増減 

事業部門等の名称 

金額 金額 金額 前年同期比(％)

スターウッド 4,257,048 4,662,449 405,400 9.52 

スターウッドＴＦＢ 3,363,572 3,584,327 220,755 6.56 

輸入商品 4,450,291 4,037,414 △412,877 △9.28 

その他商品 139,901 176,091 36,189 25.87 

合計 12,210,815 12,460,282 249,467 2.04 

（注）１．事業部門等間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません 

 

 


