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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 630,735 1,205,168
受取手形及び売掛金 6,029,626 4,819,012
たな卸資産 1,483,707 －

商品及び製品 － 1,128,573
原材料及び貯蔵品 － 112,916
繰延税金資産 102,418 61,645
その他 73,354 53,303
貸倒引当金 △24,388 △30,227

流動資産合計 8,295,454 7,350,391

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 5,361,771 5,542,788
減価償却累計額 △2,812,615 △2,962,293

建物及び構築物（純額） 2,549,156 2,580,495

土地 6,091,726 6,395,474
その他 786,152 780,085
減価償却累計額 △635,020 △660,639

その他（純額） 151,132 119,445

有形固定資産合計 8,792,015 9,095,415

無形固定資産   
借地権 183,254 183,254
その他 35,332 22,233

無形固定資産合計 218,587 205,488

投資その他の資産   
繰延税金資産 315,557 331,972
その他 242,196 258,243
貸倒引当金 △114,385 △125,895

投資その他の資産合計 443,369 464,320

固定資産合計 9,453,971 9,765,223

資産合計 17,749,426 17,115,615
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,477,326 2,016,331
短期借入金 5,710,000 5,620,000
1年内返済予定の長期借入金 64,000 －

1年内償還予定の社債 110,000 －
未払法人税等 243,193 205,574
賞与引当金 156,683 85,088
その他 295,806 273,680

流動負債合計 9,057,008 8,200,674

固定負債   
退職給付引当金 504,146 493,602
役員退職慰労引当金 242,700 248,800
その他 23,211 14,176

固定負債合計 770,057 756,578

負債合計 9,827,066 8,957,253

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,073,200 1,073,200
資本剰余金 951,153 951,153
利益剰余金 5,896,217 6,139,481
自己株式 △13,354 △13,452

株主資本合計 7,907,215 8,150,382

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 15,143 7,979

評価・換算差額等合計 15,143 7,979

純資産合計 7,922,359 8,158,362

負債純資産合計 17,749,426 17,115,615
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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) 

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) 

売上高 20,069,305 17,824,960
売上原価 16,218,732 14,480,989

売上総利益 3,850,572 3,343,971

販売費及び一般管理費 3,076,246 2,863,019

営業利益 774,326 480,952

営業外収益   
受取利息 494 1,767
仕入割引 340,674 300,685
その他 40,480 43,297

営業外収益合計 381,649 345,750

営業外費用   
支払利息 58,561 54,556
その他 1,053 14

営業外費用合計 59,615 54,570

経常利益 1,096,360 772,132

特別利益   
固定資産売却益 3,197 3,243
前期損益修正益 － 985

特別利益合計 3,197 4,228

特別損失   
固定資産除却損 1,639 531
固定資産売却損 191 1,147
前期損益修正損 309 －

特別損失合計 2,139 1,678

税金等調整前当期純利益 1,097,418 774,682

法人税、住民税及び事業税 416,763 326,103
法人税等調整額 62,375 29,135

法人税等合計 479,139 355,239

当期純利益 618,278 419,443
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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 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 1,073,200 1,073,200
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 1,073,200 1,073,200

資本剰余金   
前期末残高 951,153 951,153
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

利益剰余金   
前期末残高 5,630,305 5,896,217
当期変動額   
剰余金の配当 △352,367 △176,179
当期純利益 618,278 419,443

当期変動額合計 265,911 243,264

当期末残高 5,896,217 6,139,481

自己株式   
前期末残高 △13,091 △13,354

当期変動額   
自己株式の取得 △263 △97

当期変動額合計 △263 △97

当期末残高 △13,354 △13,452

株主資本合計   
前期末残高 7,641,567 7,907,215
当期変動額   
剰余金の配当 △352,367 △176,179

当期純利益 618,278 419,443
自己株式の取得 △263 △97

当期変動額合計 265,648 243,166

当期末残高 7,907,215 8,150,382
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（単位：千円）

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) 

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) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 28,821 15,143
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 △13,678 △7,164

当期末残高 15,143 7,979

評価・換算差額等合計   
前期末残高 28,821 15,143
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 △13,678 △7,164

当期末残高 15,143 7,979

純資産合計   
前期末残高 7,670,389 7,922,359
当期変動額   
剰余金の配当 △352,367 △176,179

当期純利益 618,278 419,443
自己株式の取得 △263 △97

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 251,970 236,002

当期末残高 7,922,359 8,158,362
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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 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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) 

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 1,097,418 774,682
減価償却費 214,542 216,044
のれん償却額 12,226 12,226
貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,196 17,349
賞与引当金の増減額（△は減少） △63,590 △71,594
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,800 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49,080 △10,543

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,500 6,100
受取利息及び受取配当金 △1,808 △2,966
支払利息 58,561 54,556
固定資産除売却損益（△は益） △1,265 △1,564

売上債権の増減額（△は増加） 1,124,795 1,181,799
たな卸資産の増減額（△は増加） △173,683 242,217
差入保証金の増減額（△は増加） 295,828 △1,100
その他の資産の増減額（△は増加） △13,648 18,300
仕入債務の増減額（△は減少） △401,205 △457,545

その他の負債の増減額（△は減少） △9,482 △86,125

未払消費税等の増減額（△は減少） △66,031 27,198

小計 2,008,080 1,919,035

利息及び配当金の受取額 1,808 2,966
利息の支払額 △58,710 △54,659

法人税等の支払額 △613,585 △361,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337,592 1,505,358

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形及び無形固定資産の取得による支出 △422,907 △495,416

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,727 5,168
貸付けによる支出 △427 △2,385
貸付金の回収による収入 718 1,247
その他の支出 △6,763 △2,378

その他の収入 5,226 3,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,426 △490,548

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） △440,000 △90,000

長期借入金の返済による支出 △168,000 △64,000

社債の償還による支出 △20,000 △110,000

自己株式の取得による支出 △263 △97

配当金の支払額 △347,020 △176,280

財務活動によるキャッシュ・フロー △975,283 △440,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57,116 574,432

現金及び現金同等物の期首残高 687,852 630,735

現金及び現金同等物の期末残高 630,735 1,205,168
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社木村電気工業

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法の適用会社はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

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 ①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 ②　たな卸資産 ②　たな卸資産

 商品…移動平均法による原価法を採用

しております。

 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）

採用しております。 

（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、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、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。

　これによる損益への影響はありません。

 貯蔵品…最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

 貯蔵品…同左

田中商事㈱（7619）平成 21 年３月期決算短信



項目
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）

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）

(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 ①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（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、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　　建物　10年～50年

同左

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

　これにより、営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益がそれぞれ6,611千

円減少しております。

──────

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益がそれぞれ5,133千

円減少しております。

（追加情報）

──────

　連結子会社の機械装置については、従

来、耐用年数を10年としておりましたが、

当連結会計年度より８年に変更しており

ます。

　これは、平成20年度の税制改正を契機

に耐用年数を見直したことによるもので

あります。

　これによる損益への影響は軽微であり

ます。

　 ②　無形固定資産 ②　無形固定資産（リース資産を除く）

  　定額法を採用しております。 同左

 ③　長期前払費用 ③　長期前払費用

  　定額法を採用しております。 同左

 ────── ④　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

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。
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項目
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）

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）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支払に備える

ため、支給見込額基準により計上してお

ります。

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用計上しておりま

す。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により翌連結会

計年度から処理することとしております。

③　退職給付引当金

同左

 ④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

(4）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。

──────

(5）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

税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんは、取得時の子会社の事業計画、

業績の推移を検討のうえ、個別に合理的な

期間（３年）を設定し、均等償却しており

ます。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３カ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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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）

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

　なお、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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

　これによる損益への影響はありません。

表示方法の変更

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）

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）

────── （連結貸借対照表）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ1,364,428千円、119,278千

円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

　１．受取手形裏書譲渡高は、1,903千円であります。 　１．受取手形裏書譲渡高は、2,674千円であります。

（連結損益計算書関係）

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）

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．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。

※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 31,511千円

貸倒引当金繰入額 5,212

役員報酬 99,358

給料 1,384,550

賞与 135,952

賞与引当金繰入額 152,013

役員賞与 21,850

退職給付費用 58,422

役員退職慰労引当金繰入額 13,500

福利厚生費 250,402

支払手数料 132,683

租税公課 119,000

減価償却費 201,555

不動産賃借料 86,375

通信費 57,578

修繕費 35,925

燃料費 66,561

消耗品費 29,594

水道光熱費 50,347

運賃 29,608千円

貸倒引当金繰入額 49,026

役員報酬 87,611

給料 1,380,671

賞与 77,845

賞与引当金繰入額 80,508

役員賞与 －

退職給付費用 64,263

役員退職慰労引当金繰入額 14,300

福利厚生費 233,909

支払手数料 109,377

租税公課 119,705

減価償却費 203,114

不動産賃借料 88,038

通信費 53,525

修繕費 29,623

燃料費 69,255

消耗品費 26,378

水道光熱費 50,699

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 3,197千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 116千円

車両運搬具 1,161

工具・器具・備品 361

計 1,639

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 191千円

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 662千円

車両運搬具 2,580

計 3,243

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 208千円

車両運搬具 255

工具・器具・備品 66

計 531

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 1,147千円
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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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 8,832,000 － － 8,832,000

合計 8,832,000 － － 8,832,000

自己株式

普通株式（注） 22,743 275 － 23,018

合計 22,743 275 － 23,018

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加275株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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６月27日

定時株主総会
普通株式 237,849 27 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月６日

取締役会
普通株式 114,517 13 平成19年９月30日 平成19年12月11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６月24日

定時株主総会
普通株式 123,325 利益剰余金 14 平成20年３月31日 平成20年６月25日

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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 8,832,000 － － 8,832,000

合計 8,832,000 － － 8,832,000

自己株式

普通株式（注） 23,018 238 － 23,256

合計 23,018 238 － 23,256

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加238株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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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20年６月24日

定時株主総会
普通株式 123,325 14 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月10日

取締役会
普通株式 52,853 6 平成20年９月30日 平成20年12月９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21年６月25日

定時株主総会
普通株式 70,469 利益剰余金 8 平成21年３月31日 平成21年６月26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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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．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日現在）

※１．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21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 630,735千円

預入期間が３カ月を超える定期預金等 －

現金及び現金同等物 630,735

現金及び預金勘定 1,205,168千円

預入期間が３カ月を超える定期預金等 －

現金及び現金同等物 1,205,168
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（リース取引関係）

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）

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）

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
　該当事項はありません。
②リース資産の減価償却の方法
　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」に記載のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引
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、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 15,422 11,566 3,855

工具・器具・
備品

28,518 10,717 17,801

合計 43,941 22,284 21,656

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）

機械及び装置 15,422 14,137 1,285

工具・器具・
備品

28,518 16,421 12,097

合計 43,941 30,558 13,382

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,274千円

１年超 13,382

合計 21,656

１年内 6,988千円

１年超 6,393

合計 13,382

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 27,297千円

減価償却費相当額 27,297

支払リース料 8,274千円

減価償却費相当額 8,274

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 23,232 48,472 25,239 12,496 28,631 16,135

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 23,232 48,472 25,239 12,496 28,631 16,135

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － 10,735 7,900 △2,835

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 10,735 7,900 △2,835

合計 23,232 48,472 25,239 23,232 36,531 13,299

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

    その他有価証券   

非上場株式 7,000 7,000      

（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）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、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）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △788,784 △795,732

(2）会計基準変更時差異の未処理額（千円） 382,027 327,451

(3）未認識数理計算上の差異（千円） △97,388 △25,322

(4）退職給付引当金（千円） △504,146 △493,602

 （注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（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）勤務費用（千円） 56,716 56,815

(2）利息費用（千円） 13,801 13,200

(3）会計基準変更時差異の処理額（千円） 54,575 54,575

(4）数理計算上の差異の処理額（千円） △65,565 △58,944

(5）退職給付費用（千円） 59,527 65,646

 （注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(１）勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

(1）割引率（％） 1.7 1.7

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ５

(4）会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15

（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）

当社グループはストックオプション等を付与しておりませんので、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）

当社グループはストックオプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

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）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 201,395千円

役員退職慰労引当金 97,080

貸倒引当金 12,065

賞与引当金 57,873

未払事業税否認額 26,661

連結土地評価差額 15,381

その他 28,728

小計 439,184

評価性引当金 △9,674

繰延税金資産合計 429,510

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 10,095

その他 1,437

繰延税金負債合計 11,533

繰延税金資産の純額 417,976

繰延税金資産

退職給付引当金 197,373千円

役員退職慰労引当金 99,520

貸倒引当金 28,205

賞与引当金 34,223

未払事業税否認額 15,563

連結土地評価差額 15,381

その他 19,042

小計 409,310

評価性引当金 △9,674

繰延税金資産合計 399,636

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,319

その他 699

繰延税金負債合計 6,018

繰延税金資産の純額 393,617

　　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

　　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 102,418千円

固定資産－繰延税金資産 315,557

流動資産－繰延税金資産 61,645千円

固定資産－繰延税金資産 331,972

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳

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

との差異の原因の内訳

法定実効税率 40％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割 2.4

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7

法定実効税率 40％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 3.6

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9

（セグメント情報）

ａ．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）

　電設資材卸売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ
ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。

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）

　電設資材卸売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ
ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　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。

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）

　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。

ｃ．海外売上高

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）

 　　海外売上高がないため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）

 　　海外売上高がないため該当事項はありません。

（関連当事者情報）

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）

 　関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。

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）

 　関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。

（１株当たり情報）

項目
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）

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株当たり純資産額 899円35銭 926円17銭

１株当たり当期純利益 70円19銭 47円62銭

潜在株式調整後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

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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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）

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株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益（千円） 618,278 419,443

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） 618,278 419,443

普通株式に係る期中平均株式数（株） 8,809,059 8,808,911

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

田中商事㈱（7619）平成 21 年３月期決算短信



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 561,306 1,129,381
受取手形 3,205,126 2,540,559
売掛金 2,575,834 2,072,750
商品 1,293,308 －
商品及び製品 － 1,045,894
貯蔵品 6,878 7,192
前払費用 9,320 8,092
繰延税金資産 96,753 57,261
その他 61,531 43,387
貸倒引当金 △24,388 △30,227

流動資産合計 7,785,671 6,874,292

固定資産   
有形固定資産   
建物 4,826,297 4,995,941
減価償却累計額 △2,450,057 △2,580,262

建物（純額） 2,376,239 2,415,679

構築物 272,939 284,276
減価償却累計額 △185,418 △198,790

構築物（純額） 87,520 85,485

車両運搬具 321,215 317,977
減価償却累計額 △231,399 △249,759

車両運搬具（純額） 89,815 68,218

工具、器具及び備品 240,270 244,148
減価償却累計額 △204,801 △212,102

工具、器具及び備品（純額） 35,469 32,045

土地 5,991,826 6,295,574
建設仮勘定 157 199

有形固定資産合計 8,581,028 8,897,203

無形固定資産   
借地権 183,254 183,254
ソフトウエア 2,970 2,309
その他 12,857 12,646

無形固定資産合計 199,082 198,210

投資その他の資産   
投資有価証券 48,472 36,531
関係会社株式 430,000 430,000
従業員に対する長期貸付金（純額） 4,839 4,278
破産更生債権等 138,448 167,264
長期前払費用 902 599
繰延税金資産 295,801 310,306
敷金及び保証金 19,133 19,242
その他 19,609 19,546
貸倒引当金 △114,385 △125,895

投資その他の資産合計 842,821 861,872

固定資産合計 9,622,932 9,957,286

資産合計 17,408,604 16,831,579
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形 476,867 460,417
買掛金 1,940,931 1,509,799
短期借入金 5,600,000 5,450,000
1年内返済予定の長期借入金 64,000 －
未払金 125,843 55,855
未払費用 67,579 60,126
未払法人税等 237,290 199,243
未払消費税等 － 27,208
預り金 16,277 17,497
賞与引当金 144,683 75,888
設備関係支払手形 68,560 96,754
その他 248 241

流動負債合計 8,742,280 7,953,032

固定負債   
退職給付引当金 491,879 478,064
役員退職慰労引当金 242,700 248,800
その他 23,070 13,970

固定負債合計 757,649 740,834

負債合計 9,499,930 8,693,867

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,073,200 1,073,200
資本剰余金   
資本準備金 951,153 951,153

資本剰余金合計 951,153 951,153

利益剰余金   
利益準備金 125,000 125,000
その他利益剰余金   
別途積立金 5,020,000 5,430,000
繰越利益剰余金 737,530 563,830

利益剰余金合計 5,882,530 6,118,830

自己株式 △13,354 △13,452

株主資本合計 7,893,529 8,129,732

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 15,143 7,979

評価・換算差額等合計 15,143 7,979

純資産合計 7,908,673 8,137,711

負債純資産合計 17,408,604 16,831,579
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 19,334,435 17,163,351
売上原価   
商品期首たな卸高 1,152,566 1,293,308
当期商品仕入高 15,810,846 13,747,101

合計 16,963,413 15,040,409

商品期末たな卸高 1,293,308 1,045,894

商品売上原価 15,670,104 13,994,515

売上総利益 3,664,330 3,168,836

販売費及び一般管理費 2,907,590 2,702,446

営業利益 756,739 466,389

営業外収益   
受取利息 493 1,766
受取配当金 1,314 1,129
仕入割引 336,849 298,321
雑収入 36,769 37,944

営業外収益合計 375,427 339,161

営業外費用   
支払利息 56,062 52,024
その他 114 14

営業外費用合計 56,177 52,038

経常利益 1,075,989 753,511

特別利益   
固定資産売却益 3,197 2,580

特別利益合計 3,197 2,580

特別損失   
固定資産除却損 1,588 322
固定資産売却損 191 1,147

特別損失合計 1,779 1,470

税引前当期純利益 1,077,408 754,622

法人税、住民税及び事業税 402,010 312,380
法人税等調整額 64,381 29,763

法人税等合計 466,391 342,143

当期純利益 611,016 412,479
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 1,073,200 1,073,200
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 1,073,200 1,073,200

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 951,153 951,153
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

資本剰余金合計   
前期末残高 951,153 951,153
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 125,000 125,000
当期変動額   
当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

その他利益剰余金   
別途積立金   
前期末残高 4,520,000 5,020,000
当期変動額   
別途積立金の積立 500,000 410,000

当期変動額合計 500,000 410,000

当期末残高 5,020,000 5,430,000

繰越利益剰余金   
前期末残高 978,881 737,530
当期変動額   
別途積立金の積立 △500,000 △410,000

剰余金の配当 △352,367 △176,179
当期純利益 611,016 412,479

当期変動額合計 △241,350 △173,700

当期末残高 737,530 563,830

利益剰余金合計   
前期末残高 5,623,881 5,882,530
当期変動額   
別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △352,367 △176,179

当期純利益 611,016 412,479

当期変動額合計 258,649 236,299

当期末残高 5,882,530 6,118,830
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（単位：千円）

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 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   
前期末残高 △13,091 △13,354

当期変動額   
自己株式の取得 △263 △97

当期変動額合計 △263 △97

当期末残高 △13,354 △13,452

株主資本合計   
前期末残高 7,635,143 7,893,529
当期変動額   
剰余金の配当 △352,367 △176,179
当期純利益 611,016 412,479
自己株式の取得 △263 △97

当期変動額合計 258,386 236,202

当期末残高 7,893,529 8,129,732

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 28,821 15,143
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 △13,678 △7,164

当期末残高 15,143 7,979

評価・換算差額等合計   
前期末残高 28,821 15,143
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 △13,678 △7,164

当期末残高 15,143 7,979

純資産合計   
前期末残高 7,663,965 7,908,673
当期変動額   
剰余金の配当 △352,367 △176,179

当期純利益 611,016 412,479
自己株式の取得 △263 △97

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,678 △7,164

当期変動額合計 244,708 229,038

当期末残高 7,908,673 8,137,711
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
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
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

２．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を採用して

おります。

商品…移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

（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、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、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。

　これによる損益への影響はありません。

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

貯蔵品……同左

３．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。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（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、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　10年～50年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同左

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ6,611千円減

少しております。

──────

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ4,319千円減

少しております。

──────
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項目
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
至　平成21年３月31日）

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

────── (4）リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

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。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払いに備え

るため、支給見込額基準により計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用計上しており

ます。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により翌事

業年度から処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

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。

──────

６．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

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
至　平成21年３月31日）

 ────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従 来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

　なお、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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

　これによる損益への影響はありません。

注記事項

（貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合は77％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

23％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．販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合は25％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は75％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 26,818千円

貸倒引当金繰入額 5,212

役員報酬 99,358

給料 1,310,939

賞与 130,954

賞与引当金繰入額 144,683

役員賞与 21,850

退職給付費用 56,653

役員退職慰労引当金繰入額 13,500

福利厚生費 234,941

支払手数料 126,473

租税公課 117,734

減価償却費 198,227

不動産賃借料 82,378

通信費 55,006

修繕費 35,487

燃料費 66,561

消耗品費 28,291

水道光熱費 49,221

運賃 25,050千円

貸倒引当金繰入額 49,026

役員報酬 87,611

給料 1,305,003

賞与 72,197

賞与引当金繰入額 75,888

役員賞与 －

退職給付費用 62,290

役員退職慰労引当金繰入額 14,300

福利厚生費 218,749

支払手数料 104,896

租税公課 118,429

減価償却費 201,017

不動産賃借料 84,288

通信費 51,222

修繕費 29,456

燃料費 69,255

消耗品費 25,380

水道光熱費 49,460
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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
至　平成21年３月31日）

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 3,197千円 車両運搬具  2,580千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 65千円

車両運搬具 1,161

工具・器具・備品 361

計 1,588

車両運搬具 255千円

工具・器具・備品 66

計 322

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 191千円 車両運搬具 1,147千円

（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

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）

普通株式（注） 22,743 275 － 23,018

合計 22,743 275 － 23,018

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加275株は、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

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）

普通株式（注） 23,018 238 － 23,256

合計 23,018 238 － 23,256

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加238株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
　該当事項はありません。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記
載のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引
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、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 15,422 11,566 3,855

工具・器具・
備品

28,518 10,717 17,801

合計 43,941 22,284 21,656

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）

機械及び装置 15,422 14,137 1,285

工具・器具・
備品

28,518 16,421 12,097

合計 43,941 30,558 13,382

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,274千円

１年超 13,382

合計 21,656

１年内 6,988千円

１年超 6,393

合計 13,382

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 23,352千円

減価償却費相当額 23,352

支払リース料  8,274千円

減価償却費相当額 8,274

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日現在）

　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日現在）

　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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 196,751千円

役員退職慰労引当金 97,080

貸倒引当金 12,065

賞与引当金 57,873

未払事業税否認額 26,053

その他 22,500

小計 412,324

評価性引当額 △9,674

繰延税金資産合計 402,650

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 10,095

繰延税金負債合計 10,095

繰延税金資産の純額 392,554

繰延税金資産

退職給付引当金 191,225千円

役員退職慰労引当金 99,520

貸倒引当金 28,205

賞与引当金 30,355

未払事業税否認額 14,994

その他 18,260

小計 382,561

評価性引当額 △9,674

繰延税金資産合計 372,887

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,319

繰延税金負債合計 5,319

繰延税金資産の純額 367,567

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳

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

との差異の原因の内訳

法定実効税率 40.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割 2.4

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

法定実効税率 40.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 3.7

その他 1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3
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（１株当たり情報）

項目
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
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 897円80銭 923円82銭

１株当たり当期純利益 69円36銭 46円83銭

潜在株式調整後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

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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成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
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益（千円） 611,016 412,479

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） 611,016 412,479

普通株式に係る期中平均株式数（株） 8,809,059 8,808,911

（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

①　代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

②　その他の役員の移動（平成21年６月25日付）

　・退任予定取締役

　　　　取締役管理本部長兼経理部長　石川安信（常勤監査役　就任予定）

　・役職の異動

　　　　取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長　春日国敏（現　取締役経営企画室長）

　・新任監査役候補

　　　　（常　勤）監査役　石川安信（現取締役管理本部長兼経理部長）

　・退任予定監査役

　　　　（常　勤）監査役　藤村正道　

(2）仕入及び販売の状況

　　当企業グループの仕入及び販売の状況

①商品仕入実績

品目
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）

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）

 金額（千円）  構成比（％） 金額（千円）  構成比（％）

照明器具類 3,280,454 20.1 3,008,802 21.1

電線類 6,166,516 37.7 4,725,671 33.2

配・分電盤類 4,468,938 27.3 4,178,420 29.3

家電品類 1,097,481 6.7 1,110,328 7.8

その他 1,339,501 8.2 1,221,911 8.6

合計 16,352,892 100.0 14,245,134 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 ②商品販売実績

品目
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）

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）

 金額（千円）  構成比（％） 金額（千円）  構成比（％）

照明器具類 3,928,437 19.6 3,602,709 20.2

電線類 7,552,344 37.6 6,138,803 34.4

配・分電盤類 5,491,607 27.4 5,112,617 28.7

家電品類 1,265,288 6.3 1,277,344 7.2

その他 1,831,626 9.1 1,693,485 9.5

合計 20,069,305 100.0 17,824,960 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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