
 
平成21年3月期 決算短信 

平成21年4月2日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社 アドヴァン 上場取引所 東 

コード番号 7463 URL http://www.advan.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山形雅之助

問合せ先責任者 （役職名） 経理部 （氏名） 古賀正行 TEL 03-3475-0394
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 13,412 △13.4 2,241 △12.3 2,387 △15.8 1,243 38.3
20年3月期 15,488 △4.3 2,556 △22.3 2,835 △18.2 899 △55.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 53.81 49.72 6.5 7.9 16.7
20年3月期 37.87 34.73 4.6 9.4 16.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 30,299 19,015 62.8 843.11
20年3月期 30,363 19,296 63.6 818.96

（参考） 自己資本  21年3月期  19,015百万円 20年3月期  19,296百万円

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

21年3月期 3,040 373 △827 6,489
20年3月期 2,070 △995 98 3,902

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 942 105.6 4.9
21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 451 37.2 2.4

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 20.00 20.00 33.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

6,790 △4.7 1,140 △4.8 1,200 △6.5 650 10.5 28.82

通期 13,500 0.7 2,370 5.8 2,470 3.5 1,340 7.8 59.41

                

  



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 26,906,346株 20年3月期 26,906,346株

② 期末自己株式数 21年3月期 4,352,702株 20年3月期 3,344,462株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 12,925 △13.3 1,725 △10.6 1,840 △18.9 636 1.8
20年3月期 14,914 △4.4 1,930 △28.3 2,269 △21.9 624 △63.2

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
円 銭 円 銭

21年3月期 27.53 25.44
20年3月期 26.32 24.14

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

21年3月期 24,740 16,933 68.4 750.79
20年3月期 25,099 17,820 71.0 756.35

（参考） 自己資本 21年3月期  16,933百万円 20年3月期  17,820百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予
想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項につきましては、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参考下さい。 

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

6,560 △4.3 850 △9.5 910 △10.3 510 17.2 22.61

通期 13,000 0.6 1,790 3.8 1,870 1.6 1,030 61.9 45.67
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1.経営成績

（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

  当連結会計年度における我が国経済は、金融不安と原油・原材料価格の高騰が続くなか、昨年秋以降は米国

金融機関の破綻を機に世界同時不況が急速に波及し、企業業績の悪化が進むとともに雇用・所得環境にも厳しさ

が増すなど、景気は急速に悪化の様相を強めてまいりました。

　当社グループ関連業界につきましても、建築需要は依然として低水準に推移しており、また、金融不安と信用収

縮の影響で不動産市況の悪化が進み、ゼネコン、マンションデベロッパーの破綻が相次ぐなど、厳しい事業環境

のなかで推移してまいりました。

　このようななか、当社グループはファブレスメーカーとしての特性を活かした新規商品の開発と販売に取り組んで

まいりましたが、厳しい事業環境のなか需要の回復には至らず売上高は前年を下回る水準で推移してまいりました。

なお、収益面につきましては、物流コストの合理化や仕入コストの見直しなど、収益改善への取り組みが奏功いた

しました。

　この結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は13,412百万円（前期比13.4％減）、営業利益

は2,241百万円（同12.3％減）、経常利益は2,387百万円（同15.8％減）となりました。なお、当連結会計年度は、

明治通りの整備拡張工事への協力として、当社子会社が保有する本社土地の一部を東京都に売却して固定資

産売却益を特別利益として計上する一方、株式市場が低迷した影響で投資有価証券売却損等を特別損失として

計上した結果、当期純利益は1,243百万円（同38.3％増）となりました。

（セグメント別の概況）

①建材関連事業

　主力の建材関連事業におきましては、改正建築基準法施行の混乱が収束した後も建築着工件数が伸び悩む

なか、金融不安の影響で不動産市況の悪化が進み、マンション・住宅関連の需要は大きく低迷しました。また、

景気の後退と企業業績の悪化の影響を受けて設備投資が減少し、店舗・百貨店の改装にも手控え感が強まる

など、厳しい状況が続いてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の建材関連事業の売上高は11,990百万円（前期比14.8％減）、営業利益は2,412

百万円（同11.0％減）となりました。

②ＨＲＢ事業

　ホームセンター向け卸売り販売のＨＲＢ事業におきましては、4月の繁忙期には積極的な販売促進が売上伸張

につながりましたが、記録的な猛暑で夏場には売上が落ち込むとともに景気後退による消費低迷の低迷もあり、

通期では前年並の水準となりました。

　この結果、当連結会計年度のＨＲＢ事業の売上高は1,421百万円（前期比0.5％増）、営業利益は31百万円

（同56.0％減）となりました。

（次期の見通し）

　今後の我が国経済は、世界的な景気の減速と金融市場の混乱を背景に厳しい局面が続くものと予想されます。

当社グループを取り巻く事業環境も、実体経済の悪化を受けて設備投資の延期や抑制が強まるなど、当面厳し

い状況が続くものと思われますが、当社グループは引き続き積極的な新規商品の開発・販売を行うとともに、コス

トダウンの徹底や在庫回転率の向上など効率化に努め、業績回復を図ってまいります。

　なお、次期の見通しにつきましては、売上高は13,500百万円（前期比0.7％増）、営業利益は2,370百万円（同

5.8％増）、経常利益は2,470百万円（同3.5％増）、当期純利益は1,340百万円（同7.8％増）を見込んでおります。

　なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。

-3-



㈱アドヴァン（7463）平成21年3月期決算短信

（2）財政状態に関する分析

①資産の部

　当連結会計年度における資産総額は30,299百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円の減少となり

ました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ1,128百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金が

1,011百万円、また、商品が431百万円それぞれ減少しておりますが、資金調達等より現金及び預金が2,587百

万円増加したことなどによるものです。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ1,236百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産が土地の売

却及び減価償却等により521百万円減少し、また、投資有価証券が362百万円減少したことなどによるものです。

　また、繰延資産は、社債発行により社債発行費が44百万円増加しております。

②負債の部

　負債総額は11,284百万円となり、前連結会計年度に比べ217百万円の増加となりました。これは主に借入返済

に加え型新株予約権付転換社債の買入消却を1,755百万円行っておりますが、銀行借入及び社債発行により資

金調達を行ったことなどによるものです。

③純資産の部

　純資産につきましては、前連結会計年度に比べ281百万円の減少となりました。利益剰余金は301百万円の増

加となりましたが、自己株式の取得により495百万円減少し、また、株式・為替相場の変動により評価・換算差額

等が86百万円減少したことによるものです。なお、この結果、自己資本比率は62.8％となりました。

④キャッシュ・フローの状況
　当連結累計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,587百

万円増加の6,489百万円となりました。なお、当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は以下の

とおりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純利益は2,258百万円（前年同期は1,617百万円）となりましたが、売上債権が1,011百万円、

たな卸資産が436百万円それぞれ減少し、また、法人税等の支払額746百万円等により、営業活動により得られた

資金は3,040百万円（同2,070百万円）となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、373百万円（同995百万円の支出）の収入となりました。その主な内訳は、

ショールーム改装と岩井流通センター増築を中心とした設備投資が290百万円、また投資有価証券の取得によ

る支出が1,872百万円ありますが、投資有価証券の売却による収入1,728百万円及び本社土地の一部収用に伴

う収入867百万円などによるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、827百万円（同98百万円の収入）の支出となりました。その主な内訳は、

銀行借入と社債発行により資金調達を行っており、これに借入金の返済が630百万円、配当金の支払が941百

万円、自己株式の取得が497百万円、並びに転換社債型新株予約件付社債の買入消却による支出1,712百万

円によるものです。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期

自己資本比率（％） 62.5 65.7 66.4 63.6 62.8

時価ベースの自己資本比率（％） 117.9 182.9 121.4 62.5 33.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 3.6 3.0 3.6 4.5 3.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.6 12.9 26.1 18.4 24.2
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（注）１．各指標の算出方法は次のとおりであります。

　　     　・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

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

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

      ２．各指標はいずれも連結ベースの財務指数により計算しております。

      ３．株式時価総額は以下の算定方法に基づいております。

　　　　　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式（自己株式控除後）

　    ４．営業活動キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

　    ５．有利子負債は、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。

　　 　   また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

   当社グループは、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様への利益還元を経営の重要項目と位

置付けており、投資や財務状況を鑑みながら自社株買い等も含め積極的に株主還元に努めてまいりたいと考えて

おります。当期につきましては従来予想どおり１株当たり20円の配当を予定しており、内部留保につきましては今後

の事業活動並びに経営基盤の強化を図るために有効活用していく考えであります。なお、次期につきましても、当期

同様に1株当たり20円の配当を予定しております。

（4）事業等のリスク

　当社及び当社グループの事業及びその他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

のある事項には主に次のようなものがあります。なお、本項に記載した事項は、将来の想定に関する事項で不確実

性を内在しており、実際の結果と大きく異なる可能性もあります。

（経済状況について）

　当社グループは主に一般建築、マンション・住宅関連、店舗・商業施設等の建築資材を海外メーカーより仕入れ、

国内で販売しておりますが、国内の経済状況または建築需要動向等に著しい変動要因が生じた場合は、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(商品仕入について）

  当社グループは海外メーカーからの商品仕入れが大部分を占めており、仕入先は欧州を中心にアジア、米国等

様々な地域及びメーカーから仕入れてリスクを分散させておりますが、海外の主要な仕入先の国々が長期にわたり

政治的、経済的に不安定な情勢になった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(法規制について）

  当社グループは会社法、金融商品取引法、法人税法、独占禁止法からその他建設業法等を含め様々な法規制

の適用を受けており、今後についても社会情勢の変化等により、法改正や新たな法的規制が設けられる可能性が

あり、この場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2.企業集団の状況

   当社グループは、当社、子会社4社及び関連会社1社により構成されており、石材、新建材、タイル及びガーデニ

ング商品等の輸入販売を主たる業務としております。なお、当社グループの各事業における位置付け及び事業の

種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

（建材関連事業）

  主に、店舗、商業施設、住宅等の建築資材として使用する規格石材、新建材、タイル、その他住宅関連商品等の

建材の輸入販売。加工の一部をアドヴァンロジスティクス株式会社へ委託しております。また、商品の一部を株式会

社ヤマコーへ販売しております。

（ＨＲＢ事業）（注①）

  主に、ホームセンター向けにＤＩＹ商品(注②）の卸売り販売を行っております。
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（不動産賃貸事業）

  ビル、社宅の不動産管理業。本社ビル、物流センター及び社宅の管理を子会社であるアドヴァン管理サービス

株式会社が行っております。

（その他の事業）

  当社グループの商品の入出庫業務を、子会社であるアドヴァンロジスティクス株式会社が行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（建材関連事業） （ＨＲＢ事業） （不動産賃貸事業）

（その他の事業）

DIY商品の販売

（連結子会社） （連結子会社）

　商品の仕入

　　　　　　　　　　　　　　工事受注 （連結子会社）

元請施工会社・ゼネコン等

（AD2 BUILDING SOLUTIONS　SDN. BHD.（持分法非適用関連会社）含む）

（上海愛得旺商貿有限公司（非連結子会社）含む）

(注）
①ＨＲＢはＨｏｍｅｃｅｎｔｅｒ  ａｎｄ  Ｒｅｔａｉｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ の略であり、ホームセンター等への卸売り販売の総称として使用しております。

②DIYはDo It Yourselfの略で、ホームセンターで販売している商品の総称として使用しておりますが、当社ではそのうちガーデニ

　ング用品を主に取り扱っております。

③上海愛得旺商貿有限公司は当連結会計年度に設立した当社子会社であり、当連結会計年度におきましては、非連結子会社

　としております。

3.経営方針

平成19年3月期決算短信（平成19年4月2日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。

なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

(当社ホームページ）

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.advan.co.jp/ir/setteｌment/index.php

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

ホームセンター等

建材等の販売

物流管理

施工工事会社・ゼネコン・問屋等

商品情報

海外・国内メーカー

株式会社ヤマコー

不動産賃貸

ア ド ヴ ァ ンロジスティクス
株式会社株式会社アドヴァン

加工委託

ア ド ヴ ァ ン管理サービス
株式会社

商品販売
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（1）連結貸借対照表

（単位：千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,902,246 6,489,277

受取手形及び売掛金 4,400,109 3,388,921

商品 3,384,556 2,953,267

仕掛品 5,779 1,827

繰延税金資産 108,703 105,161

その他 127,802 126,340

貸倒引当金 △ 15,774 △ 22,580

流動資産合計 11,913,423 13,042,215

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,178,145 5,837,967

機械装置及び運搬具（純額） 130,324 123,861

工具器具備品（純額） 71,203 80,496

土地 8,982,642 8,807,227

建設仮勘定 15,282 6,160

有形固定資産合計 15,377,597 14,855,713

無形固定資産

借地権 124,422 124,422

電話加入権 10,666 10,666

その他 79,502 95,944

無形固定資産合計 214,591 231,033

投資その他の資産

投資有価証券 1,797,834 1,435,184

敷金・保証金 36,610 28,736

繰延税金資産 703,300 281,452

その他 326,930 382,411

貸倒引当金 △ 7,049 △ 891

投資その他の資産合計 2,857,626 2,126,894

固定資産合計 18,449,814 17,213,640

繰延資産

社債発行費 -                                       44,029                                

繰延資産合計 -                                       44,029                                

資産合計 30,363,238 30,299,886

4.連結財務諸表

当連結会計年度前連結会計年度

（平成21年3月31日）（平成20年3月31日）
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（単位：千円）

負債の部

流動負債

買掛金 216,373 206,347

短期借入金 532,800 866,400

1年内償還予定の社債 -                                       1,345,000

未払法人税等 680,006 454,884

未払消費税等 41,000 92,422

未払費用 180,886 166,029

賞与引当金 76,280 64,540

役員賞与引当金 114,919 91,810

その他 83,685 89,113

流動負債合計 1,925,952 3,376,548

固定負債

社債 3,000,000 4,900,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 -                                       

長期借入金 2,885,200 2,921,500

長期未払金 224,223 46,390

役員退職慰労引当金 21,711 27,300

その他 10,000 13,000

固定負債合計 9,141,135 7,908,190

負債合計 11,067,087 11,284,738

純資産の部

株主資本

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 2,230,972 2,230,972

利益剰余金 8,251,268 8,552,360

自己株式 △ 3,528,106 △ 4,023,869

株主資本合計 19,454,135 19,259,463

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 151,740 △ 260,047

繰延ヘッジ損益 △ 6,243 15,731

評価・換算差額等合計 △ 157,983 △ 244,316

純資産合計 19,296,151 19,015,147

負債純資産合計 30,363,238 30,299,886

当連結会計年度前連結会計年度

（平成21年3月31日）（平成20年3月31日）
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（2）連結損益計算書

（単位：千円）

売上高 15,488,729 13,412,046

売上原価 9,095,438 7,365,524

売上総利益 6,393,290 6,046,522

販売費及び一般管理費 3,836,583 3,804,615

営業利益 2,556,706 2,241,907

営業外収益

受取利息 3,427 6,815

受取配当金 31,732 47,220

賃貸収入 23,730 29,219

運賃収入 144,440 139,411

保険解約益 129,095 -                                       

その他 89,077 52,987

営業外収益合計 421,503 275,653

営業外費用

支払利息 113,704 124,807

自己株式関連費用 1,465 1,752

社債発行費償却 -                                       2,106

保険解約損 26,030 -                                       

その他 1,406 1,520

営業外費用合計 142,606 130,187

経常利益 2,835,603 2,387,373

特別利益

固定資産売却益 1,000 656,144

投資有価証券売却益 -                                       138,470

転換社債買入消却益 -                                       42,425

特別利益合計 1,000 837,039

特別損失

固定資産処分損 87,180 104,513

投資有価証券売却損 -                                       447,201

投資有価証券評価損 1,131,880 43,221

役員退職慰労金 -                                       354,750

その他特別損失 -                                       16,431

特別損失合計 1,219,061 966,118

税金等調整前当期純利益 1,617,542 2,258,294

法人税、住民税及び事業税 1,152,456 529,344

法人税等調整額 △ 434,117 485,383

法人税合計 718,338 1,014,727

当期純利益 899,203 1,243,566

    至 平成21年 3月 31日)    至 平成20年 3月31日)

当連結会計年度前連結会計年度
   (自 平成20年  4月 1日   (自 平成19年   4月 1日
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（3）連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度
   (自 平成19年   4月 1日    (自 平成20年  4月 1日
    至 平成20年 3月31日)     至 平成21年 3月 31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,500,000 12,500,000

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 12,500,000 12,500,000

資本剰余金

前期末残高 2,230,972 2,230,972

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 2,230,972 2,230,972

利益剰余金

前期末残高 8,309,753 8,251,268

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 899,203 1,243,566

当期変動額合計 △ 58,484 301,091

当期末残高 8,251,268 8,552,360

自己株式

前期末残高 △ 3,109,215 △ 3,528,106

当期変動額

自己株式の取得 △ 418,890 △ 495,762

当期変動額合計 △ 418,890 △ 495,762

当期末残高 △ 3,528,106 △ 4,023,869

株主資本合計

前期末残高 19,931,510                          19,454,135

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 899,203 1,243,566

自己株式取得 △ 418,890 △ 495,762

当期変動額合計 △ 477,375 △ 194,671

当期末残高 19,454,135 19,259,463
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（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度
   (自 平成19年   4月 1日    (自 平成20年  4月 1日
    至 平成20年 3月31日)     至 平成21年 3月 31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △ 84,581 △ 151,740

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 67,159 △ 108,306

当期変動額合計 △ 67,159 △ 108,306

当期末残高 △ 151,740 △ 260,047

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △ 958 △ 6,243

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 5,284 21,974

当期変動額合計 △ 5,284 21,974

当期末残高 △ 6,243 15,731

評価・換算差額等合計

前期末残高 △ 85,539 △ 157,983

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 72,443 △ 86,332

当期変動額合計 △ 72,443 △ 86,332

当期末残高 △ 157,983 △ 244,316

純資産合計

前期末残高 19,845,971 19,296,151

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 899,203 1,243,566

自己株式の取得 △ 418,890 △ 495,762

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 72,443 △ 86,332

当期変動額合計 △ 549,819 △ 281,003

当期末残高 19,296,151 19,015,147
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度
   (自 平成19年  4月 1日    (自 平成20年  4月 1日
    至 平成20年 3月 31日)     至 平成21年 3月 31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,617,542 2,258,294

減価償却費 452,132 480,308

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,961 5,588

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,380 △ 11,740

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,199 △ 23,109

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 4,924 647

受取利息及び受取配当金 △ 35,159 △ 54,035

支払利息 113,704 124,807

自己株式関連費用 1,465 1,752

為替差損益（△は益） △ 1,278 33

社債発行費 -                                          2,106

固定資産売却損益（△は益） △ 1,000 △ 656,144

固定資産処分損益（△は益） 87,180 104,513

投資有価証券売却損益（△は益） -                                          308,731

投資有価証券評価損 1,131,880 43,221

転換社債買入消却益 -                                          △ 42,425

703,164 1,011,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 184,031 436,777

仕入債務の増減額（△は減少） △ 204,338 △ 42,531

その他 △ 195,871 △ 89,526

   小計 3,496,008 3,858,458

利息及び配当金の受取額 35,159 54,035

利息の支払額 △ 112,546 △ 125,522

法人税等の支払額 △ 1,347,717 △ 746,376

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,070,904 3,040,595

 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出 △ 1,461,795 △ 255,924

有形固定資産売却による収入 13,487 867,253

無形固定資産取得による支出 △ 20,360 △ 34,564

投資有価証券の取得による支出 △ 138,520 △ 1,872,534

投資有価証券の売却による収入 -                                          1,728,178

貸付による支出 △ 115 -                                          

貸付金の回収による収入 3,495 3,955                                    

その他 608,230 △ 62,420

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 995,577 373,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入 2,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 523,800 △ 630,100

社債発行による収入 -                                          1,953,863

転換社債買入消却による支出 -                                          △ 1,712,575

自己株式の取得による支出 △ 420,356 △ 497,515

配当金の支払額 △ 957,688 △ 941,180

   財務活動によるキャッシュ・フロー 98,154 △ 827,507

現金及び現金同等物の増減額 1,173,480 2,587,030

現金及び現金同等物の期首残高 2,728,765 3,902,246

現金及び現金同等物の期末残高 3,902,246 6,489,277

売上債権の増減額（△は増加）
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（5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１． 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数

  連結子会社はアドヴァン管理サービス株式会社、アドヴァンロジスティクス株式会社及び株式会社ヤマコーの3社であ

ります。

（2）非連結子会社の名称等

上海愛得旺商貿有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　当連結会計年度に新たに設立した上海愛得旺商貿有限公司は小規模であり、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、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結

の範囲から除いております。

２． 持分法の適用に関する事項

  関連会社ＡＤ2 BUILDING SOLUTIONS SDN.BHD.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は、連結決算日と一致しております。

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

　満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）

   その他有価証券

        時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算定）

        時価のないもの 総平均法による原価法

②デリバティブ 時価法

 ③たな卸資産

   商      品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

(会計方針の変更）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。

   貯  蔵  品 最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法を採用しております。なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を実施しております。なお、

主な耐用年数は、以下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

②無形固定資産 定額法を採用しております。但し、ソフトウエア(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。
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(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費 社債償還までの期間にわたり、定額法により償却する方法を採用しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

②賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。

③役員賞与引当金 当社及び連結子会社は役員賞与の支払に備えるため、当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。

④役員退職慰労引当金 連結子会社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(5) 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。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引

 ヘッジ対象…外貨建輸入予定取引

③ヘッジ方針 為替予約は為替予約変動リスクをヘッジするため、成約残高の範囲内で行うこととし、

投機目的の取引は行わない方針であります。

④ヘッジ有効性評価の方法 取引全てが将来の購入予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、

有効性の判定は省略しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。

５． 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。

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ヵ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。

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

(リース取引に関する会計基準）

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成5年6月17日　最終改正平成19年3月30日　企業会計

基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成6年1月18日　最終改正

平成19年3月30日企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しており

ます。また、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、有形固定資産に与える影響はなく、また、営業利益、経常利益及び

税金等調整前純利益に与える影響はありません。
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（6）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係）
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

１． 有形固定資産の減価償却累計額 2,459,897 千円 2,765,022 千円

２． 非連結子会社及び関連会社に対するもの

　投資有価証券 23,769  千円 36,926  千円 

３． 担保提供資産

　建物 2,171,997 千円 1,999,354 千円

　土地 5,328,410 千円 4,842,991 千円

　合計 7,500,407 千円 6,842,346 千円

上記に対する債務

　短期借入金 532,800 千円 532,800 千円

　長期借入金 2,885,200 千円 2,352,400 千円

４． 偶発債務

　社員会の保証債務額 2,113  千円 217  千円 

(連結損益計算書関係）

前連結会計年度 　　当連結会計年度
　　（自　　平成19年4月1日 　　（自　　平成20年4月1日

　　　至　平成20年3月31日） 　　　至　平成21年3月31日）

１． 販売費及び一般管理費の主要項目

給料手当 1,209,495 千円 1,208,877 千円

減価償却費 452,130 千円 480,308 千円

賞与引当金繰入額 68,237 千円 57,302 千円

役員賞与引当金繰入額 114,447 千円 90,985 千円

貸倒引当金繰入額 5,778 千円 43,939 千円

２． 固定資産売却益の内訳

土地売却益 -                      千円 656,144 千円

会員権売却益 1,000                千円 -                     千円

３． 固定資産処分損の内訳

建物除却損 61,736 千円 100,958 千円

機械装置除却損 905 千円 1,514 千円

車両運搬具除却損 46 千円 1,225 千円

工具器具備品除却損 22,640 千円 815 千円

土地売却損 1,851 千円 -                     千円

計 87,180 千円 104,513 千円
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(連結株主資本等変動計算書関係）

  前連結会計年度   （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

発行済株式

普通株式

合計

自己株式

普通株式（注）

合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加380千株は市場買付による取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

普通株式 1,980 280 ― 2,260 ―

普通株式 25 ― 25 ― ―

　連結子会社 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

（注）1.平成16年新株予約権は、行使価格の変更による増加分です。

　　　2.ストック・オプションとしての新株予約権減少は、権利失効による減少です。

　　　3.上表の新株予約権は、全て権利行使可能なものであります。

3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
1株当たり

配当額（円）

平成19年6月28日
定時株主総会

普通株式 40

（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

次のとおり、決議を予定しております。

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）

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 942,475 利益剰余金 40

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計
年度末残高

（千円）

平成20年3月31日 平成20年6月30日

基準日 効力発生日

ｽﾄｯｸ・ｵﾌﾟｼｮﾝとしての新株予約権
（注）2

―

平成19年6月29日

効力発生日

前連結会計年度末
株式数(千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会年度末
株式数（千株）

26,906 ― ― 26,906

26,906 ― ― 26,906

2,964 380 ― 3,344

2,964 380 ― 3,344

区分 新株予約権の内訳

957,688 平成19年3月31日

合計

配当金の総額　（千円） 基準日

　提出会社（親会社）
平成16年新株予約権（注）1

新株予約権
の目的となる
株式の種類
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  当連結会計年度   （自　平成20年4月1日　　　至　平成21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

発行済株式

普通株式

合計

自己株式

普通株式（注）

合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,008千株は市場買付による取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

　提出会社（親会社） 普通株式 2,260 ― 1,322 938 ―

　連結子会社 ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

（注）1.平成16年新株予約権の減少は、転換社債型新株予約権付社債の買入消却によるものです。

　　　2.上表の新株予約権は、全て権利行使可能なものであります。

3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
1株当たり

配当額（円）

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 40

（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

次のとおり、決議を予定しております。

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）

平成21年6月26日
定時株主総会（予定）

普通株式 451,072 利益剰余金 20

効力発生日

942,475 平成20年3月31日 平成20年6月30日

―

配当金の総額　（千円） 基準日

合計

当連結会計
年度末残高

（千円）

平成16年新株予約権（注）1

区分 新株予約権の内訳
新株予約権
の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）

3,344 1,008 ― 4,352

3,344 1,008 ― 4,352

26,906 ― ― 26,906

26,906 ― ― 26,906

前連結会計年度末
株式数(千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会年度末
株式数（千株）

基準日 効力発生日

平成21年3月31日 平成21年6月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係）
１． 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

前連結会計年度 　　　当連結会計年度
（自　　平成19年4月1日 （自　　平成20年4月1日
　至　平成20年3月31日） 　至　平成21年3月31日）

現金及び預金期末残高 3,902,246 千円 6,489,277 千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -                      千円 -                     千円

現金及び現金同等物の期末残高 3,902,246 千円 6,489,277 千円
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度  （自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日）

建材関連事業
（千円）

HRB事業
（千円）

不動産賃貸業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連   結
（千円）

Ⅰ.売上高及び営業損益

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 14,074,031      1,414,697    -                 -                 15,488,729  -                 15,488,729     

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                    -                 937,817       385,895        1,323,712    (1,323,712) -                  

計 14,074,031      1,414,697    937,817       385,895        16,812,442  (1,323,712) 15,488,729     

営業費用 11,362,464      1,342,712    407,183       316,341        13,428,702  (496,680) 12,932,022     

営業利益（又は営業損失） 2,711,567       71,984         530,634       69,553 3,383,739    (827,032) 2,556,706      

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出
資          産 10,354,154      506,458       12,172,731   102,501        23,135,845  7,227,393    30,363,238     
減価償却費 153,593          429             242,319       21,272          417,614       34,518         452,132         
資本的支出 68,297            -                 1,752,747    -                 1,821,045    65,260         1,886,305      

当連結会計年度  （自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日）

建材関連事業
（千円）

HRB事業
（千円）

不動産賃貸業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連   結
（千円）

Ⅰ.売上高及び営業損益

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 11,990,702      1,421,344    -                 -                 13,412,046  -                 13,412,046     

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                    -                 1,080,489    327,619        1,408,108    (1,408,108) -                  

計 11,990,702      1,421,344    1,080,489    327,619        14,820,154  (1,408,108) 13,412,046     

営業費用 9,572,773       1,389,689    539,731       278,717        11,780,910  (610,772) 11,170,138     

営業利益（又は営業損失） 2,412,838       31,655         540,758       53,992 3,039,243    (797,337) 2,241,907      

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出
資          産 8,759,002       619,885       11,723,603   123,206        21,225,697  9,074,189    30,299,886     
減価償却費 136,049          273             41,557         268,341        446,220       34,088         480,308         
資本的支出 124,850          229             61,562         44,704          231,347       59,141         290,488         

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

①事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

②各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材（ｺｰﾘｰﾗｲﾄ等）、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

③営業経費のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務経理部門等の管理部門に係る

         費用であります。

前連結会計年度 730,794 千円 当連結会計年度 743,857 千円

④資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額の主なものは、余資運用資金（預金及び投資有価証券）及び

        管理部門に関わる資産等であります。

前連結会計年度 7,289,943 千円 当連結会計年度 9,206,621 千円

２．所在地別セグメント情報

    前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がな

いため、該当事項はありません。

３．海外売上高

   前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省

 略しております。

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業
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（リース取引関係）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 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 もの以外のファイナンス・リース取引

　　契約の内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が小額なリース取引のため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。

当連結会計年度  （自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日）

（追加情報）

　　　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）

　及び、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第13号　平成18年10月17日）を適用

　しております。

　　該当事項はありません。

同左

        　至  平成20年 3月31日)         　至  平成21年 3月31日)

        当連結会計年度
        (自  平成20年 4月 1日

        前連結会計年度
        (自  平成19年 4月 1日
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（税効果会計関係）

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

≪前連結会計年度≫ ≪当連結会計年度≫

繰延税金資産 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

長期未払金 91,931 千円 19,020 千円

役員退職慰労引当金 8,902 11,193

たな卸資産評価損否認額 638 3,603

賞与引当金損金算入限度超過額 31,274 26,461

減価償却超過額 49,890 46,555

投資有価証券評価損 441,985 -                              

その他有価証券評価差額金 105,446 180,710

未払事業税 61,330 39,488

その他 20,604 70,513

繰延税金資産  合計 812,003 397,545

繰延税金負債

その他 -                             10,931

繰延税金負債合計 -                             -                              

繰延税金資産の純額 812,003 386,614

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
主要な項目別内訳

≪前連結会計年度≫ ≪当連結会計年度≫
（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

法定実効税率 41.0 ％ 41.0 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 ％ 0.3 ％

住民税等均等割 1.2 ％ 0.7 ％

受取配当金益金不参入 △0.4 ％ △ 0.4 ％

役員賞与 2.9 ％ 1.7 ％

その他 △0.7 ％ 1.6 ％

税効果適用後の法人税等の負担率 44.4 ％ 44.9 ％
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（有価証券関係）

前連結会計年度  （平成20年3月31日）

1．その他有価証券で時価のあるもの

種類

    

株　　　　式

小計

株　　　　式

小計

２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券の内容

- -

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

　　非上場株式 268,120

268,120

1,493,474 △ 259,957

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

売却益の合計額（千円）

2,77112,470

1,493,474 △ 259,957

9,698

1,753,432

1,753,432

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

合計

合計 △ 257,186

売却額（千円）

-

1,763,131 1,505,944

売却損の合計額（千円）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額(千円）

9,698 12,470 2,771
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当連結会計年度  （平成21年3月31日）

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの

種類

    

社　　　債 -            -            -            

小計 -            -            -            

社　　　債 504,916 502,374 △ 2,542

小計 504,916 502,374 △ 2,542

504,916 502,374

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

    

株　　　　式 3,586 3,860 273

小計 3,586 3,860 273

株　　　　式 1,288,770 847,739

小計 1,288,770 847,739

1,292,357 851,599

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券の内容

138,470 447,201

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

　　非上場株式 41,742

41,742合計

取得原価（千円）

売却額（千円）

1,729,660

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額(千円）

△ 440,757

売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

合計

△ 441,030

△ 441,030

合計 △ 2,542

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額(千円）

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度  （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。

当連結会計年度  （自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日）

　　　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）
前連結会計年度  （自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日）

　　　　決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため、記載を省略しております。

当連結会計年度  （自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日）

　　　　該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

　1株当たり純資産額 818.96円 　1株当たり純資産額 843.11円

　1株当たり当期純利益 37.87円 　1株当たり当期純利益 53.81円

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益 34.73円 　潜在株式調整後1株当たり当期純利益 49.72円

（注）1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 899,203

普通株主に属さない金額（千円） -

普通株式に係る当期純利益（千円） 899,203

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,741

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

普通株式増加数（千株） 2,147

（うち転換社債型新株予約権付社債） (2,147)

-                                 

（重要な後発事象）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

        　　至  平成20年 3月31日）         　　至  平成21年 3月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

        前連結会計年度         当連結会計年度
        （自  平成19年 4月 1日         （自  平成20年 4月 1日

1,243,566

-                                   

1,243,566

　　至　　平成20年3月31日）
（自　　平成19年4月1日 （自　　平成20年4月1日

　　至　　平成21年3月31日）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

-                                   

23,108

1,901

(1,901)
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（1）貸借対照表
（単位：千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,996,379 5,217,167

受取手形 2,204,841 1,644,815

売掛金 1,963,295 1,566,681

商品 3,384,023 2,952,285

貯蔵品 9,035 7,497

前渡金 13,683 45,933

前払費用 71,092 22,092

繰延税金資産 81,002 59,259

未収入金 7,309 13,866

その他 5,055 30,937

貸倒引当金 △ 13,858 △ 21,104

流動資産合計 10,721,859 11,539,432

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,408,085 1,356,840

構築物（純額） 6,833 5,876

機械装置（純額） 42,521 36,396

車両運搬具（純額） 11,871 6,709

工具器具備品（純額） 62,964 73,083

土地 1,435,619 1,435,619

有形固定資産合計 2,967,896 2,914,526

無形固定資産

電話加入権 9,936 9,936

ソフトウエア 41,833 59,003

その他 28 21

無形固定資産合計 51,798 68,960

投資その他の資産

投資有価証券 1,721,219 891,098

関係会社株式 8,157,269 8,170,426

従業員長期貸付金 22,404 19,512

破産更生債権等 5,723 -                                           

繰延税金資産 613,308 220,109

敷金 23,554 21,127

保証金 539,629 534,842

その他 281,950 317,119

貸倒引当金 △ 7,049 △ 891

投資その他の資産合計 11,358,008 10,173,346

固定資産合計 14,377,702 13,156,832

繰延資産

社債発行費 -                                           44,029

繰延資産合計 -                                           44,029

資産合計 25,099,562 24,740,295

5.個別財務諸表

当事業年度

（平成21年3月31日）

前事業年度

（平成20年3月31日）
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（単位：千円）

負債の部

流動負債

買掛金 201,072 195,534

短期借入金 -                                           333,600

-                                           1,345,000

未払金 1,225 41,315

未払費用 170,312 147,921

未払法人税等 430,430 30,060

未払消費税等 38,191 44,709

前受金 27,497 27,469

預り金 11,365 9,735

賞与引当金 67,980 56,840

役員賞与引当金 80,000 40,000

その他 16,331 6,547

流動負債合計 1,044,406 2,278,734

固定負債

社債 3,000,000 4,900,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 -                                           

長期借入金 -                                           569,100

長期未払金 224,223 46,390

その他 10,000 13,000

固定負債合計 6,234,223 5,528,490

負債合計 7,278,630 7,807,224

純資産の部

株主資本

資　本　金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金

資本準備金 2,230,972 2,230,972

資本剰余金合計 2,230,972 2,230,972

利益剰余金

利益準備金 670,818 765,066

その他利益剰余金

別途積立金 1,920,000 1,920,000

繰越利益剰余金 4,184,896 3,784,447

利益剰余金合計 6,775,715 6,469,513

自己株式 △ 3,528,106 △ 4,023,869

株主資本合計 17,978,582                             17,176,617

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 151,407 △ 259,277

繰延ヘッジ損益 △ 6,243 15,731

評価・換算差額等合計 △ 157,650 △ 243,546

純資産合計 17,820,931 16,933,070

負債純資産合計 25,099,562                             24,740,295

1年内償還予定の社債

当事業年度前事業年度

（平成21年3月31日）（平成20年3月31日）
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（2）損益計算書
（単位：千円）

売上高 14,914,362 12,925,698

売上原価 8,495,504 6,832,634

売上総利益 6,418,858 6,093,064

販売費及び一般管理費 4,487,884 4,367,539

営業利益 1,930,974 1,725,524

営業外収益

受取利息 3,200 6,645

受取配当金 30,736 45,782

賃貸収入 18,278 18,874

運賃収入 152,812 82,167

為替差益 1,278 -                                           

保険解約益 129,095 -                                           

その他 84,008 28,196

営業外収益合計 419,410 181,665

営業外費用

支払利息 1,069 3,471

社債利息 50,849 57,650

社債発行費償却 -                                           2,106

自己株式関連費用 1,465 1,752

為替差損 -                                           33

保険解約損 26,030 -                                           

その他 1,406 1,486

営業外費用合計 80,822 66,501

経常利益 2,269,562 1,840,688

特別利益

固定資産売却益 1,000 -                                           

投資有価証券売却益 -                                           131,750

転換社債買入消却益 -                                           42,425

特別利益合計 1,000 174,175

特別損失

固定資産処分損 85,289 18,443

投資有価証券売却損 -                                           447,201

投資有価証券評価損 1,060,226 43,221

役員退職慰労金 -                                           354,750

その他特別損失 -                                           16,431

特別損失合計 1,145,515 880,048

税引前当期純利益 1,125,046 1,134,815

法人税、住民税及び事業税 896,789 23,910

法人税等調整額 △ 396,719 474,631

税金等合計 500,070 498,542

当期純利益 624,976 636,273

　至 平成20年3月31日） 　至 平成21年3月31日）

当事業年度
（自 平成20年4月 1日（自 平成19年4月　1日

前事業年度
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(3)株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度
   (自 平成19年   4月 1日    (自 平成20年  4月 1日
    至 平成20年 3月31日)     至 平成21年 3月 31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,500,000 12,500,000

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 12,500,000 12,500,000

資本剰余金

資本剰余金

前期末残高 2,230,972 2,230,972

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 2,230,972 2,230,972

資本剰余金合計

前期末残高 2,230,972 2,230,972

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 2,230,972 2,230,972

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 575,049 670,818

当期変動額

剰余金の配当 95,768 94,247

当期変動額合計 95,767 94,247

当期末残高 670,818 765,066

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,920,000 1,920,000

当期変動額

当期変動額合計 -                                       -                                       

当期末残高 1,920,000 1,920,000

繰越利益剰余金

前期末残高 4,613,378 4,184,896

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,053,457 △ 1,036,722

当期純利益 624,976 636,273

当期変動額合計 △ 428,481 △ 400,449

当期末残高 4,184,896 3,784,447

利益剰余金合計

前期末残高 7,108,428 6,775,715

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 624,976 636,273

当期変動額合計 △ 332,712 △ 306,201

当期末残高 6,775,715 6,469,513
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（単位：千円）

前事業年度 当事業年度
   (自 平成19年   4月 1日    (自 平成20年  4月 1日
    至 平成20年 3月31日)     至 平成21年 3月 31日)

自己株式

前期末残高 △ 3,109,215 △ 3,528,106

当期変動額

自己株式の取得 △ 418,890 △ 495,762

当期変動額合計 △ 418,890 △ 495,762

当期末残高 △ 3,528,106 △ 4,023,869

株主資本合計

前期末残高 18,730,185                          17,978,582

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 624,976 636,273

自己株式取得 △ 418,890 △ 495,762

当期変動額合計 △ 751,603 △ 801,964

当期末残高 17,978,582 17,176,617

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △ 74,852 △ 151,407

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 76,554 △ 107,870

当期変動額合計 △ 76,554 △ 107,870

当期末残高 △ 151,407 △ 259,277

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △ 958 △ 6,243

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 5,284 21,974

当期変動額合計 △ 5,284 21,974

当期末残高 △ 6,243 15,731

評価・換算差額等合計

前期末残高 △ 75,811 △ 157,650

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 81,838 △ 85,896

当期変動額合計 △ 81,838 △ 85,896

当期末残高 △ 157,650 △ 243,546

純資産合計

前期末残高 18,654,373 17,820,931

当期変動額

剰余金の配当 △ 957,688 △ 942,475

当期純利益 624,976 636,273

自己株式の取得 △ 418,890 △ 495,762

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 81,838 △ 85,896

当期変動額合計 △ 833,442 △ 887,860

当期末残高 17,820,931 16,933,070
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（4）重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法
（1）満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）

（2）子会社株式及び 総平均法による原価法

　　関連会社株式

（3）その他有価証券

        時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算定）

        時価のないもの 総平均法による原価法

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
　デリバティブ 時価法

3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
   商      品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

(会計方針の変更）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として移動平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。これによる、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前

当期純利益に与える影響は軽微であります。

   貯  蔵  品 最終仕入原価法

4.固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法を採用しております。なお、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を実施しております。

なお、主な耐用年数は、以下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～12年

（2）無形固定資産 定額法を採用しております。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）に基づく定額法を採用しております。

5.繰延資産の処理方法
　社債発行費 社債償還までの期間にわたり、定額法により償却する方法を採用しております。

6.引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

（2）賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し

ております。

（3）役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上してお

ります。
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7.ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引

 ヘッジ対象…外貨建輸入予定取引

（3）ヘッジ方針 為替予約は為替予約変動リスクをヘッジするため、成約残高の範囲内で行うこととし、

投機目的の取引は行わない方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法 取引全てが将来の購入予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、

有効性の判断は省略しております。

8.その他財務諸表作成のための重要な事項
          税抜方式消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(リース取引に関する会計基準）

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成5年6月17日　最終改正平成19年3月30日　企業会計

基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成6年1月18日　最終改正

平成19年3月30日企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しており

ます。また、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、有形固定資産に与える影響はなく、また、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。

（5）個別財務諸表の注記事項
（貸借対照表関係）

前事業年度 　当事業年度

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

１． 有形固定資産の減価償却累計額 505,059 千円 565,590 千円

２． 偶発債務

　社員会の保証債務額 2,113 千円 217 千円

３． 関係会社に対する資産及び負債

　流動資産

　　売掛金 7,249 千円 12,173 千円

　　その他 26,130 千円 100 千円

　固定資産

　　保証金 526,901 千円 527,596 千円

　流動負債

　　買掛金 21,186 千円 92,344 千円

　　その他 33,392 千円 27,407 千円
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（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度

（自　平成19年4月1日 （自　平成20年4月1日

　　至　平成20年3月31日） 　　至　平成21年3月31日）

１． 販売費及び一般管理費

倉庫諸掛 397,129 千円 282,421 千円

運送費 247,598 千円 258,817 千円

給料手当 1,178,536 千円 1,180,474 千円

賃借料 1,067,146 千円 1,194,250 千円

役員賞与引当金繰入額 80,000 千円 40,000 千円

賞与引当金繰入額 67,980 千円 56,840 千円

２． 固定資産売却益の内訳

会員権売却益 1,000       千円 -             千円

３． 固定資産処分損の内訳

建物除却損 62,977 千円 16,684 千円

工具器具備品除却損 22,265 千円 815 千円

車両運搬具除却損 46 千円 944 千円

計 85,289 千円 18,443 千円

(株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度   （自　平成19年4月1日　　　至　平成20年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加380千株は市場買付による取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

  当事業年度   （自　平成20年4月1日　　　至　平成21年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,008千株は市場買付による取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

普通株式

合計

普通株式

合計

3,344 1,008 - 4,352

3,344 1,008 - 4,352

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）

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）

2,964 380 - 3,344

2,964 380 - 3,344
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（リース取引関係）

　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 　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 　以外のファイナンス・リース取引

　　　　契約の内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの
　　金額が小額なリース取引のため記載を省略しており
　　ます。

（有価証券関係）

前事業年度  （平成20年3月31日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度   （平成21年3月31日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　　同左

       　 至  平成21年 3月31日）

     前事業年度
        （自  平成19年 4月  1日
        　至  平成20年 3月31日）

     当事業年度
        （自  平成20年 4月  1日
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（税効果会計関係）

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

≪前事業年度≫ ≪当事業年度≫

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

繰延税金資産

長期未払金 91,931                     千円 19,020                     千円

たな卸資産評価損否認額 638                          3,603                       

賞与引当金損金算入限度超過額 27,871                     23,304                     

投資有価証券評価損 412,606                    -                             

その他有価証券評価差額金 105,215                    180,176                   

未払事業税 37,704                     9,364                       

減価償却費超過額 1,561                       459                         

その他 16,781                     54,374                     

　小計 694,310                    290,301                   

繰延税金資産  合計 694,310                    290,301                   

繰延税金負債

その他 - 10,931                     

繰延税金負債合計 -                             

繰延税金資産の純額 694,310                    279,369                   

2． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税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内訳

≪前事業年度≫ ≪当事業年度≫

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）

法定実効税率 41.0 ％ 41.0 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 ％ 0.6 ％

住民税等均等割 1.3 ％ 1.3 ％

受取配当金益金不参入 △0.5 ％ △0.8 ％

役員賞与 2.9 ％ 1.4 ％

その他 △0.8 ％ 0.4 ％

税効果適用後の法人税等の負担率 44.4 ％ 43.9 ％
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（1株当たり情報）

1株当たり純資産額 756.35円 　　1株当たり純資産額 750.79円

1株当たり当期純利益 26.32円 　　1株当たり当期純利益 27.53円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 24.14円 　　潜在株式調整後1株当たり当期純利益 25.44円

（注）1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

 当期純利益（千円） 624,976

普通株主に属さない金額（千円） -

普通株式に係る当期純利益（千円） 624,976

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,741

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

普通株式増加数（千株） 2,147

（うち転換社債型新株予約権付社債） (2,147)

-                                   

（重要な後発事象）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

        　　至  平成21年 3月31日）

23,108

636,273

　　至　　平成20年3月31日） 　　至　　平成21年3月31日）

-                                    

636,273

(1,901)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期
純　　利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

-                                    

1,901

        前事業年度
        （自  平成19年 4月 1日

        　　至  平成20年 3月31日）

前事業年度 当事業年度

（自　　平成19年4月1日 （自　　平成20年4月1日

        当事業年度
        （自  平成20年 4月 1日
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6.その他

役員の異動

該当事項はありません。
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