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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 275,921 △5.8 1,385 73.7 56 ― △1,309 ―

20年3月期 293,038 1.3 797 △76.7 △763 ― △1,199 ―

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 △46.33 ― △7.5 0.0 0.5
20年3月期 △42.42 ― △6.2 △0.5 0.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △757百万円 20年3月期  △644百万円

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 143,032 16,865 11.5 581.37
20年3月期 150,693 18,809 12.2 647.82

（参考） 自己資本  21年3月期  16,434百万円 20年3月期  18,313百万円

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 3,723 △1,120 △1,295 11,795
20年3月期 2,775 △2,073 △6,798 10,340

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00 424 ― 2.2
21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50 212 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 47.2

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

131,000 △8.1 600 △17.9 100 △61.1 △300 ― △10.60

通期 270,000 △2.1 2,400 73.2 1,200 ― 300 ― 10.60



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）  有  

（注）詳細は、７ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

（注）詳細は、25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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、49ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 3社 （社名
株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤ、株式会社
ハカモク、株式会社エムジー建工

） 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 28,292,112株 20年3月期 28,292,112株

② 期末自己株式数 21年3月期 24,455株 20年3月期 22,993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 4,670 △2.7 1,045 35.9 706 73.3 500 293.7
20年3月期 4,801 △96.3 768 △53.2 407 △71.9 127 △84.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 17.72 ―

20年3月期 4.50 4.73

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 56,425 21,328 37.8 754.52
20年3月期 57,113 21,404 37.5 757.17

（参考） 自己資本 21年3月期  21,328百万円 20年3月期  21,404百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成22年３月期の連結業績予想は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済情勢等によっ
て予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析」をご覧ください。



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、期の前半こそ緩やかな回復軌道を辿ったものの、後半は、世界経済の急速

かつ大規模な調整の影響を受けて、自動車や電機といったわが国経済の根幹を担う産業が苦境に陥り、雇用調整を含

む深刻な不況に陥りました。 

当社グループが関係する住宅業界におきましても、期の前半は新設住宅着工戸数が前年同期を上回りましたが、景

気の悪化が顕著となった第４四半期には新設住宅着工戸数が急減し、期の後半は前年同期を大きく下回りました。 

この結果、当連結会計年度の新設住宅着工戸数は前年度を若干上回ったものの、前年度が改正建築基準法施行の影

響で大きく落ち込んだことを考慮すると、２期連続して100万戸を若干上回る程度の低水準での推移となりました。 

このような状況の中で当社グループは、全国の取引先販売店を対象とした恒例の「ジャパン建材フェア」を８月と

３月に東京ビッグサイトで開催したほか、地域毎の展示会や住宅機器メーカーのショールームを活用した地方での展

示会を開催するなど、合板を始めとする建材全般の拡販と粗利率向上に努めるとともに、与信管理の強化や在庫の圧

縮、経費全般の削減にも注力いたしました。 

また、グループ内企業の統廃合を推進するなど、グループ企業の効率化や経営改善にも力を注ぎました。 

しかしながら、売上の急減によるグループ各社の収益の悪化に加えて、販売先の倒産多発による与信費用の増加や

会計基準の変更によるたな卸資産評価損の発生などもあり、厳しい事業展開を余儀なくされました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高につきましては前期比171億16百万円減（前期比5.8％減）の2,759億

21百万円となりました。 

利益面につきましては、経費削減効果等により、営業利益は前期比５億87百万円増の13億85百万円（同73.7％

増）、経常利益は56百万円（前期は経常損失７億63百万円）と黒字を確保いたしました。 

しかしながら、当期純損失につきましては、前期は固定資産売却益９億９百万を含む９億30百万円の特別利益を計

上いたしましたが今期は１億60百万円に止まったこと、一方特別損失はグループ企業の整理統合に係る合併差損やた

な卸資産評価損の計上等により前期の４億51百万円から８億円に拡大したことから、13億９百万円（前期は当期純損

失11億99百万円）となりました。 

① 総合建材卸売事業 

当社グループの主力取扱商品であります合板につきましては、輸入量の減少や国内メーカーの生産調整により、年

度当初から夏場にかけて市況は緩やかに上昇してきましたが、秋口以降は需要の減少から値下りに転じ、下期は総じ

て軟調な相場展開となりました。 

合板二次製品、建材及び住宅機器の住設建材群につきましても、需要が弱い中販売競争が激化し、苦戦を強いられ

ました。 

総合建材卸売事業全体では、売上高は2,676億円（前期比5.9％減）、営業利益は12億86百万円（同13.4％減）とな

りました。 

② 合板製造・木材加工事業 

合板製造事業におきましては、輸入原木や接着剤等の原材料価格が高止まりする中、国産材の活用による原価低減

を図るなど採算の改善に努めましたが、需要が弱い中製品価格の値上げは思うに任せず、収益面の改善は道半ばとな

りました。 

また、木材加工事業におきましても、住宅着工戸数の減少による最終需要の低迷から苦戦いたしました。 

合板製造・木材加工事業全体では、売上高は63億61百万円（前期比4.7％減）、営業損失３億28百万円（前期は営

業損失８億16百万円）となりました。 

１．経営成績



③ その他の事業 

その他の事業には、建材小売店の経営指導を中心にフランチャイズ事業を展開している株式会社ハウス・デポ・ジ

ャパンのほか、物流関係の子会社等５社、建築請負業の子会社４社、及び純粋持株会社でありますＪＫホールディン

グス株式会社を区分しております。 

株式会社ハウス・デポ・ジャパンにつきましては、加盟店が252社と当連結会計年度中に18社増加いたしました。 

建築請負業の子会社４社につきましては、営業力は徐々に向上しているものの、住宅着工戸数が大幅に減少する

中、受注確保に苦戦を強いられております。 

一方、ＪＫホールディングス株式会社は、不動産賃貸収入や業務請負収入等の安定した収入があり、経費削減も進

んだことから、安定した利益を確保いたしました。 

この結果当事業全体では、売上高は19億59百万円（前期比4.1％減）、営業利益3億10百万円（前期は営業利益10百

万円）となりました。 

  

次期の業績見通し 

 平成21年度のわが国経済は、深刻な世界経済の現状を踏まえて、各国政府が協調して財政出動を本格化させるなど

の対策が講じられ、徐々に持ち直しの兆しが出てくるものと見込まれますが、本格的な回復過程に移行するには、相

当の時間を要するものと予想されます。 

住宅関連業界におきましても、地価や建築資材価格の下落、金利の低下、大規模な住宅ローン減税や相続税の軽減

措置の導入といった住宅取得の後押し要因はあるものの、現下の厳しい景況感や金融の状況等から、新設住宅着工戸

数の大幅な改善は見込み難い状況です。 

このような厳しい経営環境の中、当社グループといたしましては、展示会等を活用した建て替え需要や住宅リフォ

ーム需要の掘り起こし、異業種（管材、電材、ガス等）や地場有力ビルダーとの新規取引開拓、ハウス・デポ・ジャ

パン加盟店の増強等の営業努力を行うとともに、与信管理面におきましても、一層きめ細かな対応を行ってまいりま

す。 

また、中核企業でありますジャパン建材株式会社並びに通商株式会社におきましては、期初に組織の大幅なスリム

化を実施いたしました。今後グループ各社とも、一段の合理化・効率化を図り、経費の大幅な削減を実現します。 

以上のような情勢を踏まえて、通期業績は、売上高2,700億円、営業利益24億円、経常利益12億円、当期純利益３

億円を目指します。 

  

(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、前連結会計年度末に比べ76億60百万円減少し、1,430億32百万円となりまし

た。 

主な内訳は以下のとおりであります。 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ76億７百万円減少し、918億86百万円となりま

した。 

売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が83億37百万円減少いたしました。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ53百万円減少し、511億45百万円となりまし

た。 

有形固定資産が２億10百万円増加いたしましたが、保有有価証券の値下がり等により投資その他の資産が２億76

百万円減少いたしました。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ41億34百万円減少し、1,016億52百万円となり

ました。 

仕入の減少に伴い支払手形及び買掛金が66億６百万円減少いたしましたが、短期借入金は21億48百万円増加いた

しました。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ15億83百万円減少し、245億14百万円となりま

した。 

新株予約権付社債の償還により12億72百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ19億43百万円減少し、168億65百万円となりまし

た。 



② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ14億54

百万円（14.1％）増加し、117億95百万円となりました。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） 

 営業活動の結果獲得した資金は37億23百万円（前期は27億75百万円の獲得）となりました。たな卸資産の減少14億

38百万円、減価償却費15億53百万円、売上債権の減少額と仕入債務の減少額の差額10億30百万円等によるものであり

ます。 

（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11億20百万円（前年同期は20億73百万円の使用）となりました。子会社が工場、倉

庫等の有形固定資産を取得したことによる支出10億40百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は12億95百万円（前年同期は67億98百万円の使用）となりました。新株予約権付社債

の償還12億72百万円等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。  

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・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。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。 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 

決算年月 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本（百万円）  20,018  20,665  18,313  16,434

総資産（百万円）  147,499  184,237  150,693  143,032

株式時価総額（百万円）  24,572  20,863  17,639  16,338

有利子負債（百万円）  32,517  44,372  38,019  38,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 1,874  △564  2,775  3,723

キャッシュ・フロー利息の支払額 

（百万円） 
 405  528  740  760

自己資本比率（％）  13.6  11.2  12.2  11.5

時価ベースの自己資本比率（％）  16.7  11.3  11.7  11.4

債務償還年数（年）  17.3  △78.7  13.7  10.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 4.6  △1.1  3.7  4.9



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、企業体質の強化と、今後の事業拡大に必要な内部留保の充実を図るとともに、株主各位への安定かつ継続

的な利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。 

この方針の下、収益の状況や経済金融情勢、今後の事業展開等を総合的に勘案した上で、株式分割や記念増配等の

株主還元策を実施してまいりました。今後も、業績に対応した安定配当の継続を基本としつつ、株主還元の充実に努

めてまいります。 

なお、内部留保資金は、営業拠点整備等の設備投資や、財務体質の一層の充実・強化に活用いたします。 

当期の配当金につきましては、業績が極めて厳しいことに鑑み、当初予定の期末配当１株当たり５円を１株当たり

２円50銭に減額させていただきたいと考えております。この結果、中間期末に１株当たり５円の配当を実施しており

ますので、年間配当は１株当たり７円50銭となります。 

次期の配当につきましては、引き続き厳しい経営環境が続くものと見込まれることから、１株当たり年間配当５円

（中間配当２円50銭、期末配当２円50銭）を予想しております。 

なお、当社は中間配当ができる旨を定款に定めており、当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基

本的な方針としております。中間配当の決定機関は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

(4）事業等のリスク 

当社及び当社グループ事業等のリスクのうち、主要なものは以下のとおりであります。 

なお、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

① 市況商品である合板について 

当社グループの主力販売商品である合板は市況商品であり、価格が大きく変動することがあります。 

国内の合板市場は、国産品約40％、輸入品約60％の構成比となっており、原木生産国や製品輸出国の国内事情ある

いは製品輸入国の需要動向などから、わが国の輸入量及び輸入価格が大きく左右される可能性があります。 

以上のような、価格、数量に対する様々な変動要因によるリスクを軽減するため、当社はインドネシア（ジャカル

タ）、マレーシア（ミリ）、カナダ（バンクーバー）及び中国（上海）にそれぞれ駐在員を派遣、現地メーカー等と

常にコンタクトを取り情報収集を行う等、安定供給確保に努めております。 

② 為替リスクについて 

上記合板については、原木、製品を問わず、輸入価格は為替相場の変動による影響を受けます。 

当社は、合板販売総額の約２割程度を直接輸入しておりますが、円建取引のウェイトを高めるとともに、為替相場

の変動に対しては、契約額の50％以上を先物為替予約でヘッジする方針で対応しており、為替相場の変動が経営成績

に及ぼす影響を軽減するよう努めております。 

③ 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について 

住宅関連業界の業績は、新設住宅着工戸数の増減に大きく左右されます。なかでも当社は、木造戸建住宅関連の取

扱商品が中心であることから、新設住宅の内「持ち家」部門の増減の影響を大きく受けます。 

平成20年度は、新設住宅着工戸数が1,039千戸（前期比0.3％増）、「持ち家」住宅着工戸数が310千戸（同0.4％

減）と概ね前年度並みの着工戸数となりましたが、前年度は改正建築基準法の施行による混乱で着工数が大きく落ち

込んだことを勘案すると、２期連続して低水準での推移となりました。 

当社といたしましては、新設住宅需要の掘り起こしと共に、住宅リフォーム市場での販路拡大に注力する所存であ

ります。 

④ 信用リスクについて 

当社は、全国110ヶ所に営業拠点を展開し、約１万件のお取引先と経常的な取引を行っております。取引に際して

は企業間信用を供与することになりますが、想定の範囲を超える不良債権が発生いたしますと、期間収益に大きな変

動を生じさせる要因となります。 

当社といたしましては、与信の分散化に努めるとともに、与信管理のシステム化や動態観察の重視等、きめ細かい

管理と早期対応により、不良債権の増加抑制に努める所存であります。 

  



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ＪＫホールディングス株式会社）、子会社85社、関連会社19

社により構成されており、事業は合板の製造販売、木材の加工販売、合板、合板二次製品、建材及び住宅機器等の卸

売販売、小売販売を主に行っているほか、グループ取扱商品及び一般貨物の運送業務等を営んでおります。 

当社グループの当該事業における位置付け並びに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。 

なお、その他の事業を除く２部門は、「４．連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別

セグメント情報の区分と同一であります。また、連結子会社においてフランチャイズ事業を行っておりますが、事業

の種類別セグメント情報に与える影響が軽微なため、その他の事業として区分しております。 

主な事業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。 

(1）総合建材卸売事業 

合板、合板二次製品、建材及び住宅機器等の卸売販売等を営んでおり、連結子会社８社及び非連結子会社で持分

法非適用会社２社の計10社で構成されております。 

(2）合板製造・木材加工事業 

ラワン材を主原料とした普通合板、構造用合板、長尺合板及び構造用ＬＶＬキーラム（単板積層材）などの製造

販売、合板二次製品の製造販売、合板及び単板の製造販売、集成材及び集成加工製品の製造販売、木材の加工及び

販売を営んでおり、連結子会社８社及び関連会社で持分法非適用会社１社の計９社で構成されております。 

(3）その他の事業 

総合建材小売事業、建設工事業、保険代理業、倉庫及び運送業、資材取次業、不動産賃貸業、フランチャイズ事

業、旅行業及び住宅ローン仲介業を営んでおり、連結子会社10社、非連結子会社で持分法適用会社49社、非連結子

会社で持分法非適用会社８社、関連会社で持分法適用会社２社及び関連会社で持分法非適用会社16社の計85社で構

成されております。 

  

２．企業集団の状況



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になります。 

  

 
  



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「快適で豊かな住環境の創造」を企業理念とし、より良い住宅資材を、適正価格で、お客様の要

望される場所にお届けすることを目標に、営業活動を展開しております。 

また、単にモノを販売するだけでなく、お客様に経営のノウハウを提供することで、お客様との共存共栄を図る仕

組みづくりにも取り組んでおります。 

このため、合併や子会社化を通じたグループの拡充・強化策を推進し、建築資材の安定供給企業としての信用力向

上に努めてまいりました。 

この結果、グループ企業数が増加したことから、グループの経営管理体制を強化するため、平成18年10月１日をも

って当社は純粋持株会社へ移行いたしました。 

純粋持株会社である当社がグループの経営管理機能を一段と強化し、事業展開の判断の迅速化と経営の透明性の向

上に努めるとともに、グループ各社が連携して高い総合力を発揮できる企業グループを形成し、株主価値の更なる向

上を目指したグループ経営を推進してまいります。 

(2）中長期的な経営戦略と目標とする経営指標 

今期は、平成19年度を初年度とする向う３年間の中期経営計画の最終年度に当たりますが、初年度には改正建築基

準法の施行を機に新設住宅着工戸数が大きく減少し、２年度目に当たる昨年度は、世界的な金融と経済の混乱により

わが国経済も急激な調整局面に入るなど、当初想定した経営環境と大きく異なる展開となったため、数値目標を修正

せざるを得ませんでした。 

このような状況に鑑み、経営の基本方針を以下のとおり変更し、次期中期経営計画に向けた足掛かりとする所存で

あります。 

当初の方針：  ①業容の更なる拡大、②グループ戦略の明確化、③連結ベースの収益力向上 

変更後の方針： ①連結ベースでの収益確保、②グループ戦略の強化、③市場規模の縮小を睨んだ対応策の検討 

  

(3）会社の対処すべき課題 

 業容と収益の着実な向上を図るためには、お客様と緊密な関係を築き、お客様の多様なニーズに対応できる体制の

整備が不可欠であるとの認識の下、以下の課題に取り組んでおります。 

① 営業拠点網の整備 

適正粗利率を確保するためには、お客様のニーズ（必要な物を、必要な時に、必要な場所に届けて欲しい）にき

め細かく対応できる営業拠点網の整備が必要となります。 

平成20年４月１日付で、双日住宅資材株式会社より同社の盛岡事業所が営む事業を譲受け、盛岡資材営業所とし

てスタートし、さらに、徳島、鹿嶋及び和歌山と新たに営業所を新設しております。 

これにより全国に展開する営業拠点は110ヶ所となりました。 

② 合板製造販売部門のコスト競争力の強化 

当社の連結子会社であります株式会社キーテック並びにＪＫ工業株式会社は、合板やＬＶＬの製造を行っており

ます。近年、ロシア産から松等の輸入原木価格の高騰により製造コストがアップし、収益面で大きな課題となって

おります。 

このため、比較的低廉な国産材を一部活用し、製造コストの引下げに努めております。 

③ 中国市場の開拓 

拡大が見込まれる中国市場での建材販売ビジネス展開のため、上海（平成16年）、香港（平成16年）、大連（平

成17年）に地元資本との合弁企業を設立し、中国国内での輸入建材並びに住宅機器等の販売を行っております。 

現時点では業容が小さく、連結業績に与える影響はほとんどありませんが、今後段階的に取扱いを拡大してまい

ります。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 10,452 11,997

受取手形及び売掛金 75,680 67,342

有価証券 111 238

たな卸資産 11,194 －

商品及び製品 － ※4  8,212

仕掛品 － 138

原材料及び貯蔵品 － 832

未成工事支出金 － 1,617

繰延税金資産 212 71

その他 2,432 1,991

貸倒引当金 △590 △555

流動資産合計 99,493 91,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※4  10,911 ※4  10,591

機械装置及び運搬具（純額） 1,836 1,469

土地 ※4, ※6  29,588 ※4, ※6  30,202

リース資産（純額） － 477

建設仮勘定 163 14

その他（純額） 304 259

有形固定資産合計 ※1  42,804 ※1  43,014

無形固定資産   

のれん ※9  101 －

その他 594 709

無形固定資産合計 696 709

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  3,171 ※2  2,323

破産更生債権等 1,853 2,201

賃貸不動産 ※4  979 ※4  1,515

繰延税金資産 636 840

その他 ※2, ※3  2,571 ※2, ※3  2,368

貸倒引当金 △1,513 △1,828

投資その他の資産合計 7,698 7,421

固定資産合計 51,199 51,145

資産合計 150,693 143,032



（単位：百万円）

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 81,356 74,749

短期借入金 ※4  11,999 ※4  14,148

1年内返済予定の長期借入金 ※4  7,633 ※4  8,454

1年内償還予定の社債 210 180

リース債務 － 193

未払法人税等 30 210

賞与引当金 829 334

役員賞与引当金 53 9

その他 ※4  3,674 ※4  3,371

流動負債合計 105,786 101,652

固定負債   

社債 180 50

新株予約権付社債 1,272 －

長期借入金 ※4  16,724 ※4  16,111

リース債務 － 388

繰延税金負債 187 317

再評価に係る繰延税金負債 ※6  2,368 ※6  2,365

退職給付引当金 2,541 2,315

役員退職慰労引当金 490 508

債務保証損失引当金 156 156

負ののれん － ※9  39

その他 ※4  2,177 ※4  2,262

固定負債合計 26,097 24,514

負債合計 131,884 126,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,600 2,600

資本剰余金 5,366 5,366

利益剰余金 10,594 9,022

自己株式 △15 △16

株主資本合計 18,544 16,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41 △303

繰延ヘッジ損益 △24 16

土地再評価差額金 ※6  △247 ※6  △251

評価・換算差額等合計 △231 △537

少数株主持分 495 431

純資産合計 18,809 16,865

負債純資産合計 150,693 143,032



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 293,038 275,921

売上原価 270,521 253,959

売上総利益 22,517 21,962

販売費及び一般管理費 ※1  21,719 ※1  20,576

営業利益 797 1,385

営業外収益   

受取利息及び受取配当金 109 －

受取利息 － 63

受取配当金 － 52

仕入割引 261 276

不動産賃貸料 265 269

雑収入 206 246

営業外収益合計 843 908

営業外費用   

支払利息 730 736

売上割引 570 547

持分法による投資損失 644 757

雑損失 459 195

営業外費用合計 2,404 2,237

経常利益又は経常損失（△） △763 56

特別利益   

固定資産売却益 ※2  909 ※2  1

関係会社清算益 20 －

役員賞与引当金取崩額 － 52

退職給付制度改定益 － 105

特別利益合計 930 160

特別損失   

固定資産売却損 ※3  53 ※3  17

固定資産除却損 ※4  20 ※4  10

役員退職慰労金 11 26

減損損失 ※6  11 ※6  58

投資有価証券売却損 10 －

投資有価証券評価損 344 71

たな卸資産評価損 － 128

会員権評価損 － ※5  6

貸倒引当金繰入額 － 139

合併関連費用 － 307

関係会社株式売却損 － 24

関係会社清算損 － 10

特別損失合計 451 800

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△284 △583

法人税、住民税及び事業税 189 278

法人税等調整額 904 505

法人税等合計 1,094 784

少数株主損失（△） △179 △58

当期純損失（△） △1,199 △1,309



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 2,600 2,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,600 2,600

資本剰余金   

前期末残高 5,366 5,366

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 5,366 5,366

利益剰余金   

前期末残高 12,250 10,594

当期変動額   

剰余金の配当 △424 △282

当期純損失（△） △1,199 △1,309

連結範囲の変動 9 16

土地再評価差額金の取崩 △41 4

当期変動額合計 △1,655 △1,571

当期末残高 10,594 9,022

自己株式   

前期末残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △16

株主資本合計   

前期末残高 20,201 18,544

当期変動額   

剰余金の配当 △424 △282

当期純損失（△） △1,199 △1,309

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 9 16

土地再評価差額金の取崩 △41 4

当期変動額合計 △1,656 △1,572

当期末残高 18,544 16,971



（単位：百万円）

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 746 41

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △705 △344

当期変動額合計 △705 △344

当期末残高 41 △303

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 7 △24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 41

当期変動額合計 △32 41

当期末残高 △24 16

土地再評価差額金   

前期末残高 △289 △247

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 △4

当期変動額合計 41 △4

当期末残高 △247 △251

評価・換算差額等合計   

前期末残高 464 △231

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △696 △306

当期変動額合計 △696 △306

当期末残高 △231 △537

少数株主持分   

前期末残高 630 495

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135 △64

当期変動額合計 △135 △64

当期末残高 495 431

純資産合計   

前期末残高 21,296 18,809

当期変動額   

剰余金の配当 △424 △282

当期純損失（△） △1,199 △1,309

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変動 9 16

土地再評価差額金の取崩 △41 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △831 △370

当期変動額合計 △2,487 △1,943

当期末残高 18,809 16,865



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△284 △583

減価償却費 1,375 1,553

減損損失 11 58

のれん償却額 287 102

貸倒引当金の増減額（△は減少） △290 278

賞与引当金の増減額（△は減少） 45 △508

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △43

退職給付引当金の増減額（△は減少） △189 △226

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 37 17

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 36 －

受取利息及び受取配当金 △109 △115

支払利息 730 736

持分法による投資損益（△は益） 644 757

投資有価証券売却損益（△は益） 10 －

投資有価証券評価損益（△は益） 344 71

関係会社株式売却損益（△は益） － 24

有形固定資産売却益 △909 －

有形固定資産売却損 53 －

有形固定資産除却損 20 10

有形固定資産売却損益（△は益） － 10

無形固定資産売却損益（△は益） － 4

会員権評価損 － 5

売上債権の増減額（△は増加） 21,246 8,152

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,662 1,438

仕入債務の増減額（△は減少） △21,294 △7,121

その他の資産の増減額（△は増加） 1,752 △542

未払消費税等の増減額（△は減少） 88 145

その他の負債の増減額（△は減少） △1,159 △108

役員退職慰労金 11 26

たな卸資産評価損 － 128

退職給付制度改定益 － △105

合併関連費用 － 307

関係会社清算損益（△は益） △20 10

小計 5,098 4,483

利息及び配当金の受取額 119 118

役員退職慰労金の支払額 △22 △61

差入保証金の差入による支出 △6 △3

差入保証金の回収による収入 6 53

利息の支払額 △740 △760

法人税等の支払額 △1,679 △107

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,775 3,723



（単位：百万円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △196 △166

定期預金の払戻による収入 307 175

有価証券の取得による支出 △109 △109

有価証券の売却による収入 109 111

有形固定資産の取得による支出 △3,945 △1,040

有形固定資産の除却による支出 △7 △0

有形固定資産の売却による収入 1,938 174

無形固定資産の取得による支出 △17 △13

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △99 △137

投資有価証券の売却による収入 187 139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※2  1 －

子会社株式の取得による支出 △5 △36

関係会社株式の取得による支出 △55 △52

事業譲受による支出 △56 －

貸付けによる支出 △329 △394

貸付金の回収による収入 204 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,073 △1,120

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） △5,710 1,103

長期借入れによる収入 8,590 7,634

長期借入金の返済による支出 △7,699 △8,071

社債の償還による支出 △310 △210

新株予約権付社債の償還による支出 △1,228 △1,272

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △185

配当金の支払額 △424 △282

少数株主への配当金の支払額 △12 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,798 △1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,096 1,307

現金及び現金同等物の期首残高 16,436 10,340

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 66

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 80

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  10,340 ※1  11,795



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



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 ①連結子会社  23社 

主要な連結子会社名 

ジャパン建材株式会社 

通商株式会社 

物林株式会社 

株式会社キーテック 

株式会社ハウス・デポ・ジャパン 

ＪＫインシュアランス株式会社について

は、平成19年４月２日付の株式取得によ

り、当連結会計年度より子会社となり、連

結の範囲に含めております。 

①連結子会社  26社 

主要な連結子会社名 

ジャパン建材株式会社 

通商株式会社 

物林株式会社 

株式会社キーテック 

株式会社ハウス・デポ・ジャパン 

株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤについて

は、平成20年４月１日付、株式会社ハカモ

クについては、平成20年12月１日付の新規

設立に伴い、前連結会計年度において持分

法適用の非連結子会社でありました株式会

社エムジー建工については、平成21年３月

23日付の株式追加取得により、連結の範囲

に含めております。 

なお、当社の連結子会社であります株式

会社ＪＫ興産は、持分法適用の関連会社で

ありましたブルース・ジャパン株式会社を

当連結会計年度において吸収合併し、平成

21年３月２日付でブルース・ジャパン株式

会社に商号を変更しております。 

  ②非連結子会社 59社 

主要な非連結子会社名は、「第１〔企業

の概況〕 ３〔事業の内容〕」に記載して

いるため、省略しております。 

②非連結子会社 59社 

主要な非連結子会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社59社の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社59社の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲から除外しております。 



  

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．持分法の適用に関する事

項 

①持分法適用の非連結子会社 50社 

主要な会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

株式会社エムジー建工 

株式会社オジマ商会は、平成20年３月31

日付で清算手続きが結了したことにより、

当連結会計年度より持分法適用の非連結子

会社から除外しております。 

 また、株式会社ハウス・デポ平川は、有

限会社ハウス・デポ・ユウキが平成19年12

月７日付で商号変更したものであります。

 さらに、ハートランドホームズ株式会社

は、平成19年５月18日付の株式会社ハウ

ス・デポ・ジャパンの株式取得に伴い、当

連結会計年度より持分法適用の非連結子会

社に含めております。  

①持分法適用の非連結子会社 49社 

主要な会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

株式会社ケイセイ建材は、平成20年12月

１日付の株式会社ハウス・デポ・ジャパン

保有の株式売却に伴い、ケービーワイ建材

株式会社は、平成21年３月18日付で清算手

続きが結了したことにより、当連結会計年

度より持分法適用の非連結子会社から除外

しております。 

また、明和住宅資材株式会社は、平成20

年５月27日付のジャパン建材株式会社の株

式取得に伴い、株式会社タケマサは、平成

21年１月１日付の株式会社ハウス・デポ・

ジャパンの株式取得に伴い、当連結会計年

度より持分法適用の非連結子会社に含めて

おります。  

  ②持分法適用の関連会社 ３社 

ブルース・ジャパン株式会社 

株式会社野元 

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

は、平成19年４月２日付の新規設立に伴

い、当連結会計年度より持分法適用の関連

会社に含めております。 

②持分法適用の関連会社 ２社 

株式会社野元 

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

  

  ③ 持分法を適用していない非連結子会社

９社及び関連会社16社（主要な関連会社

名は、「第１〔企業の概況〕 ３〔事業

の内容〕」に記載しているため、省略し

ております。）は、当期純損益及び利益

剰余金等からみて、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持分法を適用していない非連結子会社10

 社及び関連会社17社 

主要な会社名 

株式会社ダイコク  

ミズノ株式会社 

株式会社アイビ 

（持分法の適用範囲から除いた理由） 

持分法を適用していない非連結子会社10

社及び関連会社17社は、当期純損益及び利

益剰余金等からみて、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 

すべての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 



  

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) 

 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 

満期保有目的の債券 

………償却原価法（定額法） 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

………同左 

  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、売却原価は移動平均法に

より算定） 

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 

商品………主として総平均法による原価

法 

③たな卸資産 

商品及び製品 

  ………主として総平均法による原価

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） 

  製品………主として移動平均法による原

価法 

原材料……主として個別法による原価法

（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） 

  原材料……主として個別法による原価法 未成工事支出金 

……………個別法による原価法 

  販売用不動産・未成工事支出金 

……………個別法による原価法 

  

    

  

（会計方針の変更） 

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日公表分）を適用しており

ます。 

これにより、営業利益、経常利益はそれ

ぞれ240百万円減少し、税金等調整前当期

純損失は、369百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  



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 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

建物  ２～50年 

構築物 ２～60年 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

建物  ２～50年 

構築物 ２～60年 

（追加情報） 

当連結会計年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成20年4月30日 法律第23号）及び（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令の

一部を改正する省令平成20年4月30日財

務省令第32号））による法定耐用年数の

短縮を契機として見直しを行い、機械装

置について、耐用年数の短縮を行ってお

ります。 

これにより、当連結会計年度の営業利

益及び経常利益はそれぞれ38百万円減少

し、税金等調整前当期純損失は38百万円

増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

  ②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、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法。ま

た、その他の耐用年数は２～20年であり

ます。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

………定額法。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法。ま

た、その他の耐用年数は２～20年であり

ます。 

  ―――――― ③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。 

  ④長期前払費用 

………期間対応償却。なお、償却年数は

５～42年であります。 

④長期前払費用 

………同左 

  ⑤賃貸不動産 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、耐用年

数は７～45年であります。 

⑤賃貸不動産 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、耐用年

数は７～45年であります。 



  

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) 

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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

資産及び賃貸不動産について、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は33百万円減少

し、経常損失及び税金等調整前当期純損

失は、それぞれ33百万円増加しておりま

す。        

 なお、セグメント情報に与える影響は

当該箇所に記載しております。  

  

  （追加情報）            

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産及び賃貸不動産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した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は34百万円減少

し、経常損失及び税金等調整前当期純損

失は、それぞれ34百万円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は

当該箇所に記載しております。 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、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 

 従業員賞与の支給に備えるため、支給見

込額の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

  ③役員賞与引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、役員賞与

の支出に備えて、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。 

③役員賞与引当金 

 一部の連結子会社は、役員賞与の支出に

備えて、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。 



  

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) 

  ④退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、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。 

 なお、過去勤務債務は、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費用処理して

おります。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定

率法により、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

④退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、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。 

 なお、過去勤務債務は、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費用処理して

おります。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定

率法により、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

（追加情報） 

一部の連結子会社は、平成21年３月１日

に適格退職年金制度について、確定給付企

業年金制度へ移行しております。 

本移行に伴う影響額は特別利益として

105百万円計上されております。 

  ⑤役員退職慰労引当金  

 当社及び一部の連結子会社は、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。  

⑤役員退職慰労引当金  

同左 

  ⑥債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被保

証先の財政状態を勘案して損失負担見込額

を計上しております。 

⑥債務保証損失引当金 

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）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、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理を採

用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 



  

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ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象……外貨建予定取引、借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……同左 

ヘッジ対象……同左 

  ③ヘッジ方針 

 為替・金利に係る相場変動リスクを回避

する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘ

ッジを行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジの有効性評価方法 

 外貨建予定取引にかかる為替予約に関し

ては、重要な条件の同一性を確認し、有効

性を評価しております。 

 また、金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしており有効性が保証され

ているため、有効性の評価を省略しており

ます。 

④ヘッジの有効性評価方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

  ②連結納税制度の適用 

 当社及び一部の連結子会社は、連結納税

制度を適用しております。 

②連結納税制度の適用 

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 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行ってお

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 



  

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、前連結会

計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得

価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上

する方法によっております。 

また、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」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「未成工事支出金」に区分掲記し

ております。 

なお、前連結会計年度の「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「未成工事支出金」は、それぞれ

8,093百万円、195百万円、908百万円及び1,997百万円で

あります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「受取利息及び受取配当

金」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「受取利息」「受取配当金」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度に含ま

れる「受取利息」「受取配当金」は、それぞれ55百万

円、54百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「有形固定資産売却益」

「有形固定資産売却損」として区分掲記されていたもの

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「有

形固定資産売却損益（△は益）」に掲記しております。 



  

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 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

17,910百万円 19,126百万円 

※２ 非連結子会社等に対するものは次のとおりでありま

す。 

※２ 非連結子会社等に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 912百万円

その他（出資金） 69  

投資有価証券（株式） 707百万円

その他（出資金） 69  

※３ このうち投資その他の資産その他（長期預け金）30

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

※３ このうち投資その他の資産その他（長期預け金）30

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

※４ 担保資産と対応債務 ※４ 担保資産と対応債務 

（担保資産） （担保資産） 

建物及び構築物 846百万円

土地 7,371  

賃貸不動産 519  

計 8,737  

建物及び構築物 1,110百万円

土地 8,379  

賃貸不動産 547  

商品及び製品（販売用不動産） 478  

計 10,516  

（対応債務） （対応債務） 

短期借入金 680百万円

１年内返済予定長期借入金 3,082  

長期借入金 1,737  

その他（未払金） 38  

その他（長期未払金） 211  

計 5,750  

短期借入金 936百万円

１年内返済予定の長期借入金 3,736  

長期借入金 2,824  

その他（未払金） 38  

その他（長期未払金） 173  

計 7,708  

(注) 上記の担保に供している資産のほか、土地

173百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 

(注) 上記の担保に供している資産のほか、土地

173百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 



  

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） 

５ 保証債務 ５ 保証債務 

  

仕入債務保証 ダイソー住宅資材㈱ 3百万円

  〃 ㈱丸藤近藤商店 3  

小計   6  

借入保証 ㈱ハウス・デポ沼津 25  

〃 ㈱クラウン通商 81  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 20  

〃 ㈱カワシン 470  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 106  

〃 
㈱ハウス・デポ西東

京 
60  

〃 
ブルース・ジャパン

㈱ 
400
  

〃 ㈱ブル・エンジ 0  

〃 ㈱野元 150  

〃 

上海銀得隆建材有限

公司 

 

(JPY  0百万) 

(CNY 3,500千) 

50

〃 

大連銀得隆建材有限

公司 

 

(JPY 19百万) 

(CNY 7,900千) 

131

〃 ㈱ケイセイ建材 252  

〃 ㈱ハウスデポ向陽 54  

〃 ㈱不二屋建材店 92  

〃 ㈱丸藤近藤商店 49  

〃 ㈱ハウスデポ・セキ 12  

〃 ㈱ハウス・デポ坂戸 13  

〃 
㈱ハウスデポ八王子

資材  
8
  

〃 邦永建工㈲  6  

〃 加藤住宅資材㈱  3  

〃 
㈲ハウス・デポ・タ

テシナ  
24
  

〃  新いずみ建装㈱ 38  

〃  ㈱ハウスデポ小樽 63  

〃  ㈲トキオ建材 18  

〃 
木更津木材港団地協

同組合 
149
  

〃 
協同組合オホーツク

ウッドピア 
75
  

〃 従業員 53  

小計   2,413  

合計   2,420  

  

仕入債務保証 ダイソー住宅資材㈱ 6百万円

借入保証 ㈱ハウス・デポ沼津 20  

〃 ㈱クラウン通商 64  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 31  

〃 ㈱カワシン 451  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 80  

〃 
㈱ハウス・デポ西東

京 
60  

〃 ㈱野元 135  

〃 
上海銀得隆建材有限

司 (CNY 3,

43  

000千)

〃 
大連銀得隆建材有限

公司 
27
  

〃 ㈱ケイセイ建材 19  

〃 ㈱ハウスデポ向陽 38  

〃 ㈱不二屋建材店 88  

〃 ㈱丸藤近藤商店 40  

〃 ㈱ハウスデポ・セキ 18  

〃 ㈱ハウス・デポ坂戸 17  

〃 
㈱ハウスデポ八王子

資材  
6
  

〃 邦永建工㈲  4  

〃 加藤住宅資材㈱  9  

〃 
㈲ハウス・デポ・タ

テシナ  
18
  

〃  新いずみ建装㈱ 34  

〃  ㈱ハウスデポ小樽 59  

〃  ㈲トキオ建材 13  

〃 ㈱埼玉三和      40  

〃 
木更津木材港団地協

同組合 
125
  

〃 
協同組合オホーツク

ウッドピア 
52
  

〃 従業員 45  

小計   1,547  

合計   1,554  



  

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） 

※６ 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）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

※６ 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）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

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119号）第２条第５号に定める不動

産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の

合理的な調整を行って算出しております。 

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119号）第２条第５号に定める不動

産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の

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 

百万円△3,826

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 

百万円△3,546

―――――― ７ 偶発債務 

 受取手形裏書高 百万円1

 受取手形割引高 百万円80

８ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額 
4,000百万円

借入実行残高 2,800  

差引額 1,200  

―――――― 

 ※９ のれん及び負ののれんの表示  

のれん及び負ののれんの表示は、相殺表示しており

ます。相殺前の金額は次のとおりであります。  

のれん  285百万円

負ののれん 183  

差引額 101  

※９ のれん及び負ののれんの表示  

のれん及び負ののれんの表示は、相殺表示しており

ます。相殺前の金額は次のとおりであります。  

のれん  183百万円

負ののれん 222  

差引額 △39  



  

（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内訳は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。 

１．運賃 3,136百万円

２．法定福利費 1,056  

３．従業員給料及び賞与 7,617  

４．賞与引当金繰入額 763  

５．役員賞与引当金繰入額 49  

６．減価償却費 723  

７．貸倒引当金繰入額 685  

８．退職給付費用 625  

９．役員退職慰労引当金繰入額 48  

10．賃借料 671  

11．その他 6,341  

合計 21,719  

１．運賃 3,055百万円

２．法定福利費 955  

３．従業員給料及び賞与 7,597  

４．賞与引当金繰入額 300  

５．役員賞与引当金繰入額 2  

６．減価償却費 905  

７．貸倒引当金繰入額 586  

８．退職給付費用 767  

９．役員退職慰労引当金繰入額 52  

10．賃借料 645  

11．その他 5,706  

合計 20,576  

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

建物及び構築物 18百万円

機械装置及び運搬具 4  

土地 886  

合計 909  

機械装置及び運搬具 1百万円

その他（工具、器具及び備品） 0  

合計 1  

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 7百万円

機械装置及び運搬具  0  

その他（器具及び備品） 1  

土地  42  

合計 53  

建物と土地が一体になった固定資産を売却した際、

土地部分については売却益、建物、構築物、工具、

器具及び備品については売却損が発生している為、

売却損益を通算して固定資産売却損を計上しており

ます。  

建物及び構築物 24百万円

機械装置及び運搬具  0  

その他（工具、器具及び備品） 0  

土地  △14  

その他（施設利用権）  4  

合計 17  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 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 16百万円

機械装置及び運搬具 3  

その他（器具及び備品） 0  

合計 20  

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具 2  

その他（工具、器具及び備品） 1  

その他（ソフトウェア） 0  

合計 10  

―――――― 
※５ 会員権評価損には、貸倒引当金繰入額１百万円を含

めて表示しております。 



  

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) 

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、賃

貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用資産につきま

しては独立した最小の会計単位である営業所をグルー

ピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休資産につきま

しては各物件をグルーピングの単位としております。

 当連結会計年度において時価が著しく下落している

資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失11百万円として特

別損失に計上しております。 

 その内訳は、土地11百万円、その他０百万円であり

ます。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。 

場所 用途 種類

福島県郡山市 遊休資産 土地 

北海道沙流郡他 遊休資産等 土地等 

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、賃

貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用資産につきま

しては独立した最小の会計単位である営業所をグルー

ピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休資産につきま

しては各物件をグルーピングの単位としております。

 当連結会計年度において時価が著しく下落している

資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失58百万円として特

別損失に計上しております。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。 

場所 用途 種類

福島県郡山市 賃貸用資産等 土地 

千葉県浦安市他 共用資産等 土地 

  



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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,027株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少244株

は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  28,292,112  －  －  28,292,112

合計  28,292,112  －  －  28,292,112

自己株式         

普通株式（注）  22,210  1,027  244  22,993

合計  22,210  1,027  244  22,993

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式  141  5.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式  282  10.00 平成19年9月30日 平成19年12月7日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  141 利益剰余金  5.00 平成20年3月31日 平成20年6月30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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,549株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少87株は、

単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

  
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  28,292,112  －  －  28,292,112

合計  28,292,112  －  －  28,292,112

自己株式         

普通株式（注）  22,993  1,549  87  24,455

合計  22,993  1,549  87  24,455

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  141  5.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年11月12日 

取締役会 
普通株式  141  5.00 平成20年9月30日 平成20年12月5日 

  
（決議予定） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  70 利益剰余金  2.50 平成21年3月31日 平成21年6月29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 10,452百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△111  

現金及び現金同等物 10,340  

現金及び預金勘定 11,997百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△202  

現金及び現金同等物 11,795  

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式取得により新たにＪＫインシュアランス株式会

社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりであります。

────── 

  

流動資産 19百万円

固定資産 14  

資産合計 33  

流動負債 △4  

固定負債 △4  

のれん相当額 △9  

負債合計 △18  

同社株式の取得価額 15  

同社現金及び現金同等物 △16  

差引：同社取得に伴う収入 1  

──────  ３．重要な非資金取引の内容 

平成21年３月１日付で、当社の連結子会社でありま

す株式会社ＪＫ興産は、持分法適用の関連会社であ

りましたブルース・ジャパン株式会社を吸収合併

し、平成21年３月２日付でブルース・ジャパン株式

会社に商号変更しております。これにより引継いだ

資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産 1,182百万円 

固定資産 846  

資産合計 2,029  

流動負債 △1,787  

固定負債 △549  

負債合計 △2,336  



  

  

（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 

１．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．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

有形固定資産
機械装置及び
運搬具 

 293  179  113

有形固定資産
その他  324  118  205

無形固定資産 
その他  241  138  102

合計  858  437  421

主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ

端末機器（その他（工具、器具及び備品））であり

ます。 

無形固定資産 

ソフトウェアであります。 

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。 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

  

１年内 2百万円

１年超 42  

合計 44  

（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。 

  

２．未経過リース料期末残高相当額   

１年内 149百万円

１年超 272  

合計 421  

  

（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。 

  

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 101  

  

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。 

  

（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。  

  



前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。  

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について344百万円減損処理を行っております。 

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

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式  539  786  246

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  539  786  246

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  1,729  1,233  △496

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  554  206  △348

(3）その他  －  －  －

小計  2,284  1,439  △844

合計  2,824  2,225  △598



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

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

  

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 0  －  10

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

①非上場外国債券  －

②国債・地方債等  109

③社債  2

(2）その他有価証券   

①非上場株式  32

②投資信託  －

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超
（百万円） 

(1）債券         

①国債・地方債等  109  －  －  －

②社債  2  －  －  －

③その他  －  －  －  －

(2）その他         

①投資信託  －  －  －  －

合計  111  －  －  －



当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について71百万円減損処理を行っております。 

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

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

  

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式  269  340  71

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  269  340  71

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  1,594  999  △595

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  554  128  △425

(3）その他  －  －  －

小計  2,149  1,128  △1,021

合計  2,418  1,468  △950



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（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。 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

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

  

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

①非上場外国債券  －

②国債・地方債等  109

③社債  －

(2）その他有価証券   

①非上場株式  277

②投資信託  －

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超
（百万円） 

(1）債券         

①国債・地方債等  109  －  －  －

②社債  －  －  －  －

③その他  128  －  －  －

(2）その他         

①投資信託  －  －  －  －

合計  238  －  －  －



  

（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．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 当社及び一部の連結子会社は、通貨関連では為替予

約取引等、金利関連では金利スワップ取引、債券関連

では他社株転換条項付債券の購入取引を利用しており

ます。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 当社及び一部の連結子会社は、通常の外貨建営業取

引に係る輸入実績等を踏まえ、必要な範囲で通貨関連

のデリバティブ取引を利用する他、金利スワップ取引

及び他社株転換条項付債券の購入取引は、金利・株式

相場の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 当社及び一部の連結子会社のデリバティブ取引は、

通貨関連では外貨建金銭債権債務の変動リスクを回避

し、安定的な利益の確保を図る目的で、金利関連では

借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で、債券関連のデリバティ

ブ取引は、資金運用の一環として利用しております。

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ただし、一部の連結子会社が行っている債券関連の

デリバティブ取引はヘッジ会計を行っておりません。

(3）取引の利用目的 

同左 

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、金利スワップについては特例処理の要件を

満たしている場合は、特例処理を採用しておりま

す。 

       

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段………為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象………外貨建取引、借入金 

  

ヘッジ方針 

為替・金利に係る相場変動リスクを回避する目的

で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行ってお

ります。 

  

ヘッジの有効性評価方法 

外貨建予定取引にかかる為替予約に関しては、重

要な条件の同一性を確認し、有効性を評価してお

ります。 

また、金利スワップについては、特例処理の要件

を満たしており有効性が保証されているため、有

効性の評価を省略しております。 

  



  

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) 

(4）取引に係るリスクの内容 

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、

他社株転換条項付債券の購入取引は株式相場の変動に

よるリスクを有しております。 

なお、当社及び一部の連結子会社のデリバティブ取

引の契約先はいずれも信用度の高い国内外の金融機関

であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほと

んどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 同左  

(5）取引に係るリスク管理体制 

当社のリスク管理体制については、毎月、取締役会

において、デリバティブ取引の運用状況の報告が行わ

れ、取引の実行及び管理は業務管理本部長の指示によ

り財務経理部が行っております。 

 また、一部の連結子会社のリスク管理体制について

は、担当部門にて、社内規程に基づいた決裁を得て行

われております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

２．取引の時価等に関する事項 

当社グループのデリバティブ取引においてヘッジ会計

が適用されているものを除き、該当事項はありません。

 なお、一部の連結子会社が行っている債券関連のデリ

バティブ取引は、債券に付随するオプション契約が債券

に係る契約と区分されていないため、取引の時価等が算

定できず、時価等の記載は行っておりません。 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 



１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職給付制度として厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設けており,

連結子会社のうち１社が適格退職年金制度に、２社が確定給付企業年金制度を採用し、17社が東京都合板厚生年

金基金に、９社が中小企業退職金共済制度に加入しております。 

連結子会社のうち１社は、平成21年３月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行しておりま

す。 

本移行に伴う影響額は、特別利益として105百万円計上されております。 

なお、当社及び連結子会社のうち17社は、東京都合板厚生年金基金に加盟しており、要拠出額を退職給付費用

として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

(2）制度全体に占める当社グループの給与総額割合（平成20年３月31日現在） 

                             25.51％ 

(3）補足説明 

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高4,346百万円及び当年度不足金

5,879百万円から別途積立金5,116百万円を控除した額であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間17年の元利金等償却であり、当社グループは、当期の連結

財務諸表上、特別掛金71百万円を費用処理しております。 

なお、上記（2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。 

２．退職給付債務に関する事項 

（注）１．一部の連結子会社は、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。 

２．確定拠出年金制度への資産移管額は1,683百万円であり、４年間で移管する予定であります。な

お、当連結会計年度末時点の未移管額は、未払金（流動負債の「その他」）に319百万円計上し

ております。 

３．連結子会社のうち１社は、平成21年３月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移

行しております。それに伴う影響額は退職給付債務及び退職給付引当金の減少額105百万円であ

ります。 

３．退職給付費用に関する事項 

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

（退職給付関係）

年金資産の額 21,758百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 26,867  

差引額 △5,108  

  
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) 

退職給付債務 △4,443 百万円   △4,071 百万円 

年金資産 1,699    1,501  

未積立退職給付債務 △2,744    △2,569  

未認識数理計算上の差異 148    218  

未認識過去勤務債務 53    35  

退職給付引当金 △2,541    △2,315  

  
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) 

勤務費用 111 百万円   212 百万円 

利息費用 59    57  

期待運用収益 △15    6  

数理計算上の差異の費用処理額 △9    54  

過去勤務債務の費用処理額 17    17  

確定拠出年金への掛金支払額 95    95  

厚生年金基金への企業拠出額 371    348  

退職給付費用 630    793  



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（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。 

  

  
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) 

退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法   同左 

割引率 2.0％   2.0％ 

期待運用収益率 0.75～1.0％   △0.5％ 

数理計算上の差異の処理年数 5年   5年 

過去勤務債務の処理年数 5年   5年 

（ストック・オプション等関係）



  

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因の内訳

繰延税金資産     

貸倒引当金損金算入限度超過額 670百万円

貸倒損失否認額 185  

繰越欠損金 831  

会員権評価損否認額 103  

退職給付引当金否認額 1,333  

賞与引当金否認額 321  

役員退職慰労引当金否認額 211  

債務保証損失引当金否認額 65  

減損損失否認額 168  

連結未実現損益調整 115  

投資有価証券評価損 687  

未払金否認額 79  

その他  113  

繰延税金資産小計 4,887  

評価性引当額 △2,337  

繰延税金資産合計 2,550  

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金 △836  

その他有価証券評価差額金 △33  

未収還付事業税 △54  

合併受入評価差額金（土地・借

地権評価益否認額） 

△572  

連結納税に伴う固定資産時価評

価益 

△121  

連結貸倒引当金調整 △269  

繰延税金負債合計 △1,889  

繰延税金資産の純額 660  

再評価に係る繰延税金負債     

土地再評価差額金 2,368  

繰延税金資産     

貸倒引当金損金算入限度超過額 924百万円

貸倒損失否認額 130  

繰越欠損金 1,236  

会員権評価損否認額 82  

退職給付引当金否認額 1,073  

賞与引当金否認額 127  

役員退職慰労引当金否認額 217  

債務保証損失引当金否認額 65  

減損損失否認額 184  

連結未実現損益調整 110  

投資有価証券評価損 583  

その他有価証券評価差額金 199  

未払金否認額 46  

たな卸資産評価損否認額 55  

未払事業税否認額 38  

その他  87  

繰延税金資産小計 5,164  

評価性引当額 △2,674  

繰延税金資産合計 2,490  

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金 △897  

合併受入評価差額金（土地・借

地権評価益否認額） 

△622  

連結納税に伴う固定資産時価評

価益 

△121  

連結貸倒引当金調整 △409  

その他 △10  

繰延税金負債合計 △2,061  

繰延税金資産の純額 428  

再評価に係る繰延税金負債     

土地再評価差額金 2,365  

（注）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 212百万円

固定資産－繰延税金資産 636  

流動負債－繰延税金負債 △0  

固定負債－繰延税金負債 △187  

（注）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 71百万円

固定資産－繰延税金資産 840  

流動負債－繰延税金負債 △165  

固定負債－繰延税金負債 △317  



  

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） 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率   40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
△87.7％

住民税均等割額  △35.5％

評価性引当額 △189.1％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目  

 2.7％

固定資産等未実現損益   3.8％

持分法投資損益  △68.1％

のれん償却額  △38.9％

連結納税による影響額 △17.8％

土地の再評価額 6.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △384.7％   

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
△27.6％

住民税均等割額 △18.5％

評価性引当額 △56.0％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目  

0.1％

固定資産等未実現損益 △6.2％

持分法投資損益 △52.5％

のれん償却額 △6.4％

連結納税による影響額 △6.0％

その他 △1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △134.3％



（注）１．事業区分の方法 

 当連結グループの事業区分は、建築資材を商社及びメーカー等から仕入販売している卸売販売事業と合板

を製造販売、木材を加工販売している事業及びその他の事業に区分しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
総合建材卸
売事業 
（百万円） 

合板製造・
木材加工事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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） 
            

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 284,322 6,671 2,043  293,037  1 293,038

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 1,954 4,337 5,150  11,443 (11,443) －

計 286,277 11,009 7,193  304,480 (11,441) 293,038

営業費用 284,790 11,826 7,183  303,799 (11,559) 292,240

営業利益又は営業損失（△） 1,486 △816 10  680  117 797

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
            

資産 96,108 10,225 37,796  144,130  6,562 150,693

減価償却費 142 863 666  1,672 (44) 1,628

減損損失 － － 11  11  － 11

資本的支出 234 55 3,232  3,522  － 3,522

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） 
            

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 267,600 6,361 1,959  275,921  － 275,921

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 1,889 3,998 4,903  10,792 (10,792) －

計 269,490 10,360 6,863  286,713 (10,792) 275,921

営業費用 268,203 10,688 6,552  285,445 (10,909) 274,535

営業利益又は営業損失（△） 1,286 △328 310  1,268  116 1,385

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
            

資産 88,636 10,162 39,495  138,294  4,737 143,032

減価償却費 196 656 796  1,648 (46) 1,602

減損損失 － － 58  58  － 58

資本的支出 16 750 1,794  2,560  － 2,560



２．各事業区分の主要商品及び製品 

  

３．会計処理の方法の変更 

（当連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４. (1）③ に記載のとおり、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日公表分）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「総合建材卸売事業」で営業利

益が215百万円減少し、「合板製造・木材加工事業」で営業損失が25百万円増加しております。 

  

４．会計方針の変更 

（前連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「総合建材卸売事業」で０百万円、「合

板製造・木材加工事業」で１百万円及び「その他の事業」で30百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利

益又は営業損失がそれぞれ同額減少又は増加しております。  

  

５．追加情報 

（前連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）に記載のとおり、当連結会計年度より、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％に到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。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「総合建材卸売事業」で１百万円、「合板製造・木材加工事業」で

23百万円及び「その他の事業」で９百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益又は営業損失がそれぞれ

同額減少又は増加しております。 

（当連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）①に記載のとおり、当連結会計年度より、

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律平成20年４月30日法律第23号）及び（減価償却資産の

耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令平成20年４月30日 財務省令第32号））による法定耐用年数

の短縮を契機として見直しを行い、機械装置について、耐用年数の短縮を行っております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「合板製造・木材加工事業」の営業損失が38百万

円増加しております。 

事業区分 売上区分 主要商品及び製品

総合建材卸売事業 

合板 ラワン合板、針葉樹合板、雑木合板等 

合板二次製品 木質内装材、化粧合板、床材、天井材、外装材等木質系建材 

建材 
石膏ボード、パーチクルボード、ハードボード、サイディング、断熱材、床

材、壁面材、天井材等非木質系建材 

住宅機器 
玄関ドア、下駄箱、階段、収納セット、家具、キッチン、洗面化粧台、浴

槽、トイレ用品、窓周り商品、照明器具、家電製品等 

その他 建築工事請負、土地付住宅の建売分譲 

合板製造・木材加

工事業 
合板等 

ラワン合板、針葉樹合板、構造用ＬＶＬ（単板積層材）、大断面構造用集成

材、２×４パネル 

その他の事業 その他 
フランチャイズ事業、不動産賃貸業、総合建材小売事業、倉庫及び運送業、

建設工事業、旅行業、保険代理業 



 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はないため該当

事項はありません。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

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。 

  

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）及び

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

しております。  

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．上記の取引金額には、消費税は含まれておりません。 

２．当社役員の近親者が議決権の100%を直接保有しております。 

３．株式の売買については、一般取引と同様に決定しております。 

  

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） 

重要性がない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） 

重要性がないため記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者との取引）

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

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
（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社（当該会
社の子会社
を含む） 

㈱トスト 
 （注２） 

東京都江東
区  100 金融業 － －

株式売買
（注３）  19 － －

（企業結合等関係）



（注）１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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) 

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    647円82銭 

１株当たり当期純損失金額   42円42銭 

１株当たり純資産額 581円37銭 

１株当たり当期純損失金額 46円33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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度末
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度末
（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  18,809  16,865

純資産の部の合計金額から控除する金額（百万円）  495  431

（うち少数株主持分）  (495)  (431)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  18,313  16,434

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株） 

 28,269,119  28,267,657

  
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金額又は１株当たり当期

純損失金額 
          

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △1,199  △1,309

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △1,199  △1,309

期中平均株式数（株）  28,269,456  28,268,408

            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権）  －  －

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 

2008年９月30日満期ゼロクーポ

ン円貨建転換社債型新株予約権

付社債 

－ 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,462 2,156

有価証券 111 109

前払費用 89 104

繰延税金資産 69 24

未収入金 674 395

関係会社短期貸付金 3,591 3,388

その他 11 106

貸倒引当金 △5 －

流動資産合計 7,006 6,286

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,839 14,391

減価償却累計額 △5,507 △6,001

建物（純額） ※2  8,332 ※2  8,389

構築物 1,132 1,145

減価償却累計額 △761 △816

構築物（純額） 371 329

船舶 13 13

減価償却累計額 △12 △13

船舶（純額） 0 0

車両運搬具 359 370

減価償却累計額 △280 △308

車両運搬具（純額） 78 61

工具、器具及び備品 578 575

減価償却累計額 △307 △348

工具、器具及び備品（純額） 271 227

土地 ※2, ※5  26,175 ※2, ※5  26,738

リース資産 － 221

減価償却累計額 － △51

リース資産（純額） － 170

建設仮勘定 － 14

有形固定資産合計 35,230 35,933

無形固定資産   

借地権 353 473

ソフトウエア 8 8

施設利用権 65 63

リース資産 － 49

無形固定資産合計 427 596

投資その他の資産   

投資有価証券 1,733 1,372

関係会社株式 9,593 9,835

出資金 240 240

関係会社出資金 66 66



（単位：百万円）

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) 

長期貸付金 26 23

関係会社長期貸付金 1,935 1,399

従業員に対する長期貸付金 20 17

敷金 157 154

繰延税金資産 158 139

その他 ※1, ※4  591 ※1, ※4  381

貸倒引当金 △73 △21

投資その他の資産合計 14,449 13,609

固定資産合計 50,107 50,139

資産合計 57,113 56,425

負債の部   

流動負債   

短期借入金 8,200 9,480

1年内返済予定の長期借入金 ※2  6,714 ※2  7,049

1年内償還予定の社債 210 80

リース債務 － 67

未払金 479 493

未払費用 89 75

未払消費税等 － 111

預り金 34 36

賞与引当金 110 22

役員賞与引当金 31 －

その他 32 28

流動負債合計 15,903 17,445

固定負債   

社債 80 －

新株予約権付社債 1,272 －

長期借入金 ※2  13,661 ※2  12,943

リース債務 － 153

長期未払金 466 92

退職給付引当金 1,348 1,401

役員退職慰労引当金 433 425

再評価に係る繰延税金負債 ※5  2,364 ※5  2,361

負ののれん － 38

その他 178 235

固定負債合計 19,805 17,651

負債合計 35,708 35,096



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,600 2,600

資本剰余金   

資本準備金 5,361 5,361

その他資本剰余金 4 4

資本剰余金合計 5,366 5,366

利益剰余金   

利益準備金 489 489

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,041 1,023

別途積立金 11,900 11,900

繰越利益剰余金 226 466

利益剰余金合計 13,657 13,880

自己株式 △15 △16

株主資本合計 21,607 21,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 △243

土地再評価差額金 ※5  △253 ※5  △257

評価・換算差額等合計 △203 △501

純資産合計 21,404 21,328

負債純資産合計 57,113 56,425



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業収入 ※4  4,801 ※4  4,670

営業費用   

従業員給料及び賞与 1,111 966

賞与引当金繰入額 110 22

役員賞与引当金繰入額 31 －

法定福利費 221 197

福利厚生費 285 65

租税公課 281 397

退職給付費用 126 194

役員退職慰労引当金繰入額 21 21

減価償却費 638 755

その他 1,203 1,004

営業費用合計 ※4  4,032 ※4  3,624

営業利益 768 1,045

営業外収益   

受取利息 160 126

受取配当金 46 44

雑収入 62 58

営業外収益合計 ※4  268 ※4  230

営業外費用   

支払利息 516 549

社債利息 3 1

雑損失 109 18

営業外費用合計 ※4  629 ※4  569

経常利益 407 706

特別利益   

固定資産売却益 ※1  873 ※1  0

役員賞与引当金取崩額 － 31

特別利益合計 873 32

特別損失   

固定資産売却損 ※2  9 ※2  12

固定資産除却損 ※3  11 ※3  0

役員退職慰労金 9 14

会員権評価損 － ※5  6

関係会社株式評価損 805 －

減損損失 ※6  14 ※6  59

投資有価証券評価損 13 70

投資有価証券売却損 10 －

特別損失合計 874 163

税引前当期純利益 406 575

法人税、住民税及び事業税 △67 △185

法人税等調整額 346 259

法人税等合計 279 74

当期純利益 127 500



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 2,600 2,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,600 2,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,361 5,361

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,361 5,361

その他資本剰余金   

前期末残高 4 4

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 4 4

資本剰余金合計   

前期末残高 5,366 5,366

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 5,366 5,366

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 489 489

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 489 489

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 740 1,041

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △79 △17

固定資産圧縮積立金の積立 380 －

当期変動額合計 300 △17

当期末残高 1,041 1,023

別途積立金   

前期末残高 11,900 11,900



（単位：百万円）

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) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,900 11,900

繰越利益剰余金   

前期末残高 863 226

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 79 17

固定資産圧縮積立金の積立 △380 －

剰余金の配当 △424 △282

当期純利益 127 500

土地再評価差額金の取崩 △40 4

当期変動額合計 △637 240

当期末残高 226 466

利益剰余金合計   

前期末残高 13,994 13,657

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

剰余金の配当 △424 △282

当期純利益 127 500

土地再評価差額金の取崩 △40 4

当期変動額合計 △337 223

当期末残高 13,657 13,880

自己株式   

前期末残高 △15 △15

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △15 △16

株主資本合計   

前期末残高 21,945 21,607

当期変動額   

剰余金の配当 △424 △282

当期純利益 127 500

土地再評価差額金の取崩 △40 4

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △337 222

当期末残高 21,607 21,829



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 824 49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △774 △293

当期変動額合計 △774 △293

当期末残高 49 △243

土地再評価差額金   

前期末残高 △293 △253

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40 △4

当期変動額合計 40 △4

当期末残高 △253 △257

評価・換算差額等合計   

前期末残高 531 △203

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △734 △298

当期変動額合計 △734 △298

当期末残高 △203 △501

純資産合計   

前期末残高 22,476 21,404

当期変動額   

剰余金の配当 △424 △282

当期純利益 127 500

土地再評価差額金の取崩 △40 4

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △734 △298

当期変動額合計 △1,072 △76

当期末残高 21,404 21,328



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



  

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 

(1）満期保有目的の債券 

………償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

………同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

………移動平均法による原価法 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

………同左 

  (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、売却原価は移動平均法により算

定） 

(3）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 

デリバティブ 

………時価法 

デリバティブ 

………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。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。 

建物  ２～50年 

構築物 ２～60年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

………定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。 

建物  ２～50年 

構築物 ２～60年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ29百万円減

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日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、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。 

  (2）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、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法。また、そ

の他の耐用年数は３～20年であります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

………同左 



  

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) 

  ────── (3）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。

  (4）長期前払費用 

………期間対応償却。なお、償却年数は14

～42年であります。 

(4）長期前払費用 

………同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

未収入金、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、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 

従業員賞与の支給に備えるため、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、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。 

────── 

  (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。  

 なお、過去勤務債務は、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費用処理して

おります。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定率法

により、それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 



  

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) 

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処理の要件を

満たしている場合には、特例処理を採用し

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…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

  (3）ヘッジ方針 

金利に係る相場変動リスクを回避する目

的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを

行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価方法 

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしており有効性が保証されている

ため、有効性の評価を省略しておりま

す。   

(4）ヘッジの有効性評価方法 

同左 

７．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

(2）連結納税制度の適用 

同左 



  

  

該当事項はありません。 

  

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、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） 

（損益計算書） 

前事業年度まで営業費用の「その他」に含めて表示して

おりました「厚生費」及び「租税公課」は、当事業年度に

おいて、営業費用合計の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前事業年度末の「厚生費」の金額は40百万円、

「租税公課」の金額は177百万円であります。 

────── 

追加情報



  

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１．このうち投資その他の資産その他（長期預け金）15

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

※１．このうち投資その他の資産その他（長期預け金）15

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

※２．担保資産と対応債務 ※２．担保資産と対応債務 

担保資産 担保資産 

建物 513百万円

土地 5,666  

計 6,179  

建物 631百万円

土地 5,912  

計 6,543  

対応債務 対応債務 

１年内返済予定長期借入金 2,848百万円

長期借入金 1,202  

計 4,050  

１年内返済予定長期借入金 3,427百万円

長期借入金 1,602  

計 5,030  

(注) 担保資産には、対応債務のほか子会社の銀行

借入(106百万円)に対する担保資産が含まれ

ております。 

上記の担保に供している資産のほか、土地

173百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 

(注) 担保資産には、対応債務のほか子会社の銀行

借入(77百万円)に対する担保資産が含まれて

おります。 

上記の担保に供している資産のほか、土地

173百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 



  

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） 

３．保証債務 ３．保証債務 

仕入債務保証 ジャパン建材㈱ 16,511百万円

  〃 ダイソー住宅資材㈱ 3  

小計   16,514  

借入保証 ㈱カワシン 470  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 106  

〃 ㈱ハウス・デポ沼津 25  

〃 ㈱クラウン通商 81  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 20  

〃 
㈱ハウスデポ・ピーエ

イチアイ 
56
  

〃 
㈱ハウス・デポ・ジャ

パン 
1,012

  

〃 ブルース・ジャパン㈱ 400  

〃 ㈱ＪＫ興産 957  

〃 ㈱ブル・エンジ 0  

〃 日本パネフォーム㈱ 173  

〃 ＪＫ工業㈱ 1,057  

〃 秋田グルーラム㈱ 669  

〃 ㈱ミトモク 350  

〃 
プレックコンポーネン

ト㈱  
32
  

〃 ㈱野元 150  

〃 

上海銀得隆建材有限公

司 

 

(JPY  0百万) 

(CNY3,500千) 

50

〃 

大連銀得隆建材有限公

司 

 

(JPY 19百万) 

(CNY7,900千) 

131

〃 従業員 53  

小計   5,800  

合計   22,315  

仕入債務保証 ジャパン建材㈱ 14,849百万円

  〃 ダイソー住宅資材㈱ 6  

小計   14,856  

借入保証 ㈱カワシン 451  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 80  

〃 ㈱ハウス・デポ沼津 20  

〃 ㈱クラウン通商 64  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 31  

〃 
㈱ハウスデポ・ピーエ

イチアイ 
47
  

〃 
㈱ハウス・デポ・ジャ

パン 
1,056

  

〃 ブルース・ジャパン㈱ 135  

〃 日本パネフォーム㈱ 458  

〃 ＪＫ工業㈱ 903  

〃 秋田グルーラム㈱ 609  

〃 ㈱ミトモク 455  

〃 
プレックコンポーネン

ト㈱  
81
  

〃 ㈱野元 135  

〃 
上海銀得隆建材有限公

司 
 

(CNY 3,000千)

43

〃  
大連銀得隆建材有限公

司 
27
  

〃 従業員 45  

小計   4,646  

合計   19,502  

※４．取得価額から国庫補助金により控除した圧縮累計額 ※４．取得価額から国庫補助金により控除した圧縮累計額

その他（造林事業費） 34百万円 その他（造林事業費） 37百万円



  

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） 

※５．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）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

※５．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）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

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５号に定める不

動産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等

の合理的な調整を行って算出しております。 

再評価の方法 

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５号に定める不

動産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等

の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 

△4,142百万円

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 

△3,660百万円

６．当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額 
4,000百万円

借入実行残高 2,800  

差引額 1,200  

────── 



   

（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．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※１．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物 0百万円

車両運搬具 3  

土地 869  

合計 873  

車両運搬具 0百万円

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

建物 7百万円

車両運搬具 0  

器具及び備品 1  

 合計 9  

建物と土地が一体になった固定資産を売却した

際、土地部分については売却益、建物、構築物、

工具、器具及び備品については売却損が発生して

いる為、売却損益を通算して固定資産売却損を計

上しております。  

建物 24百万円

構築物 0  

車両運搬具 0  

工具、器具及び備品 0  

土地 △14  

 合計 12  

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

建物 10百万円

構築物 0  

車両運搬具 0  

合計 11  

構築物 0百万円

車両運搬具 0  

工具、器具及び備品 0  

合計 0  

※４．関係会社に係る主な取引高は次のとおりでありま

す。 

※４．関係会社に係る主な取引高は次のとおりでありま

す。 

営業収入 4,603百万円

営業費用 258  

受取利息 149  

上記以外の営業外収益  5  

営業外費用  5  

営業収入 4,442百万円

営業費用 57  

受取利息 113  

上記以外の営業外収益  1  

営業外費用  32  

────── ※５．会員権評価損には、貸倒引当金繰入額１百万円を含

めて表示しております。 



  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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1,027株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少244株は、単元

未満株式の売渡しによる減少であります。 

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1,549株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少87株は、単元

未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

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) 

※６．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社は、資産を共用資産、賃貸用資産及び遊休資産

に分類し、賃貸用資産及び遊休資産につきましては各

物件をグルーピングの単位としております。 

 当事業年度において時価が著しく下落している資産

グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失14百万円として特別損

失に計上しております。 

 その内訳は、土地14百万円、その他０百万円であり

ます。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。 

場所 用途 種類

福島県郡山市 遊休資産 土地 

北海道沙流郡他 遊休資産等 土地等 

※６．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社は、資産を共用資産、賃貸用資産及び遊休資産

に分類し、賃貸用資産及び遊休資産につきましては各

物件をグルーピングの単位としております。 

 当事業年度において時価が著しく下落している資産

グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失59百万円として特別損

失に計上しております。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。  

場所 用途 種類

福島県郡山市 賃貸用資産 土地 

千葉県浦安市他 共用資産等 土地 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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）  22,210  1,027  244  22,993

合計  22,210  1,027  244  22,993

  
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）  22,993  1,549  87  24,455

合計  22,993  1,549  87  24,455



  

前事業年度（平成20年３月31日） 

子会社株式で時価のあるもの 

  

当事業年度（平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（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 

１．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．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

（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。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

有形固定資産
器具及び備品  181  76  104

有形固定資産
その他  3  2  1

無形固定資産
その他  36  20  16

合計  221  99  121

１年内 40百万円

１年超 81  

合計 121  

主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ

端末機器（その他（工具、器具及び備品））であり

ます。 

無形固定資産 

ソフトウェアであります。 

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。 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

  

１年内 2百万円

１年超 42  

合計 44  

（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。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 39  

  

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。 

（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。  

（有価証券関係）

  
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式  1,130  807  △322



  

該当事項はありません。 

  

（税効果会計関係）

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） 

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     

会員権評価損否認額 96百万円

退職給付引当金否認額 837  

賞与引当金否認額 44  

役員退職慰労引当金否認額 186  

投資有価証券評価損 507  

繰越欠損金 26  

減損損失否認額 118  

子会社株式（会社分割に伴う承継

会社株式） 

385  

その他 48  

繰延税金資産小計 2,251  

評価性引当額 △695  

繰延税金資産合計 1,555  

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金 △706  

未収還付事業税 △4  

その他有価証券評価差額金 △33  

合併受入評価差額金（土地・借地

権評価益否認額） 

△582  

繰延税金負債合計 △1,327  

繰延税金資産の純額 227  

再評価に係る繰延税金負債     

土地再評価差額金 2,364  

繰延税金資産     

会員権評価損否認額 68百万円

退職給付引当金否認額 693  

賞与引当金否認額 8  

役員退職慰労引当金否認額 182  

投資有価証券評価損 415  

繰越欠損金 11  

減損損失否認額 142  

子会社株式（会社分割に伴う承継

会社株式） 

385  

その他有価証券評価差額金 165  

その他 99  

繰延税金資産小計 2,174  

評価性引当額 △666  

繰延税金資産合計 1,507  

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金 △695  

合併受入評価差額金（土地・借地

権評価益否認額） 

△582  

その他（ＪＫ興産事業譲渡受入差

額） 

△65  

繰延税金負債合計 △1,343  

繰延税金資産の純額     164   

再評価に係る繰延税金負債    

土地再評価差額金 2,361  

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

交際費等永久に損金算入されない項目 5.3％ 

住民税均等割額 0.9％ 

評価性引当額 83.1％ 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 

△61.5％ 

連結納税による影響額 6.1％ 

土地の再評価額 △4.3％ 

その他 △1.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.7％   

法定実効税率 40.4％ 

（調整）     

交際費等永久に損金算入されない項目 2.6％ 

住民税均等割額 1.6％ 

評価性引当額 △5.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 

△36.4％ 

連結納税による影響額 11.4％ 

その他 △1.6％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.0％ 

（企業結合等関係）



（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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 757円17銭 

１株当たり当期純利益金額 4円50銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
4円73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。 

１株当たり純資産額 754円52銭 

１株当たり当期純利益金額 17円72銭 

  
前事業年度末

（平成20年３月31日） 
当事業年度末

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  21,404  21,328

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  21,404  21,328

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株） 

 28,269,119  28,267,657

  
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金額           

当期純利益（百万円）  127  500

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  127  500

期中平均株式数（株）  28,269,456  28,268,408

            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（百万円）  18  －

（うち社債償還損（税金相当額控除後））  (18) (－) 

普通株式増加数（株）  2,484,681  －

（うち新株予約権）  (2,484,681) (－) 

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 

－  －

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

・退任予定取締役 

 代表取締役社長 中本 敏宏 （同日付で相談役に就任予定） 

・新任取締役候補 

   代表取締役社長 吉田 隆 （現 代表取締役副社長） 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

   取締役 中井 勝弘 （現 顧問 住宅事業統括部長） 

   取締役 藤永 義行 （現 商中コンピュータ・サービス㈱非常勤監査役） 

・退任取締役（平成21年３月31日付） 

   取締役 野島 新人（現 顧問） 

   取締役 永井 昭雄 

・退任予定取締役 

   取締役 西村 至 

 （注）取締役 藤永義行氏及び西村至氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。 

③ 就任予定 

   平成21年６月26日 

(2）その他 

 該当事項はありません。  

  

６．その他
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