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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 106,489 △2.5 1,041 △28.8 1,235 △29.8 480 △27.0

20年3月期 109,182 0.3 1,463 8.1 1,759 7.8 658 △37.4

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 55.27 ― 5.2 3.0 1.0
20年3月期 75.65 ― 7.0 4.0 1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △10百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18
20年3月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考） 自己資本   21年3月期  9,164百万円 20年3月期  9,344百万円

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 △1,545 △1,532 3,397 1,745
20年3月期 3,280 △1,713 △1,568 1,425

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00 260 39.7 2.8
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 260 54.3 2.8

22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 35.3

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

48,500 △9.3 300 △40.8 430 △32.3 230 △37.1 26.44

通期 101,000 △5.2 1,100 5.6 1,350 9.3 740 53.9 85.08



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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
東京ガスライフバル西むさし株式会
社

）

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 8,798,782株 20年3月期 8,798,782株

② 期末自己株式数 21年3月期  100,622株 20年3月期  100,240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 100,720 △3.3 892 △30.2 1,100 △29.8 383 △30.6

20年3月期 104,195 △0.4 1,279 1.8 1,568 6.3 552 △41.9

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 44.10 ―

20年3月期 63.57 ―

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 39,855 8,753 22.0 1,006.32
20年3月期 39,983 9,020 22.6 1,037.05

（参考） 自己資本 21年3月期  8,745百万円 20年3月期  9,020百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
業績予想のご利用にあたっては、決算短信（連結）の添付資料の「１．経営成績(1)経営成績に関する分析（通期の見通し）」をご参照下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

46,000 △9.6 250 △43.3 370 △36.4 200 △36.2 22.99

通期 96,000 △4.7 1,000 12.0 1,250 13.6 680 77.3 78.18



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

  

 （当期の経営成績） 

 当連結会計年度のわが国の建設業界は、前年度の改正建築基準法の反動はあったものの、住宅需要の低迷、設備投

資の縮小等により、市場規模は前年比マイナスであり、引き続き先行きの見通しが厳しい中で、推移すると考えてお

ります。 

 
 （建設経済研究所、矢野経済研究所資料より当社推定）

 このような状況下、当社グループは一層のシェアアップと新規開拓を目指し、以下の基本戦略の元、具体的展開に

取組んでまいりました。 

 その結果、連結ベースの売上高は106,489百万円（前年同期比△2.5％）、売上総利益は9,897百万円（同△5.3％）

となりました。販売費及び一般管理費は8,855百万円（同△1.4％）で営業利益は1,041百万円（同△28.8％）とな

り、経常利益は1,235万円（同△29.8％）となりました。 

 特別損益に子会社株式売却益71百万円を計上した一方、投資有価証券売却損337百万円を計上したこと等により、

当期純利益は480百万円（同△27.0％）となりました。 

・民間住宅 －着工戸数ベース

内　　訳 ・民間非住宅 －延床面積ベース

・政府 －投資額ベース

建設投資（新設） 47.6     △2.3    
【住宅】
　　 　 　3.2％

【非住宅】
　　　  △8.5％

【政府】
 　　 　△8.7％

民間住宅 17.1     △0.8    
【持家】
　　　 　 1.3％

【貸家】
　　　 　 7.3％

【分譲】
　　　  △0.8％

民間非住宅 8.7      1.3      
【工場】
　 　　　 3.5％

【事務所】
　　　 　 7.6％

【店舗】
 　　　△35.1％

政府 16.8     △6.4    
【建築】
　　　  △9.0％

【土木】
　　　  △6.0％

リフォーム（既築） 6.0      0.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 53.6     △2.0    民間住宅 民間非住宅 政府

平成20年度見通し

対前期
増減率
（％）

名　目
投資額

（兆円）

１．３つのフルの追求  －  管材卸№１をめざす 

①フルカバー － 地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り 

②フルライン － お客様が欲しい商品は何でも提供 

③フル機能 － 引合からアフターメンテまでのサービスを何でも提供 

２．みらい活動  －  得意先さま、仕入先さま、当社が３位１体で増分に取組む 

①みらい市 － イベントを通じての増分活動 

②みらい会 － ３位１体での研修による増分活動  

③みらいチャンネル － 欲しい情報をいつでもどこでも得られるしくみ作り  

３．改善活動  －  企業価値をあげるための改善活動 

①人作り － 業界のプロとしての人材育成  

②しくみ作り － メーカーから工事店まで一貫した流れの改善 

③しかけ作り － ＩＴをフル活用した 良のシステム作り  



部門別の状況は以下の通りです。 

①管材類 

新築住宅着工の落込みがあったものの、改修工事、非住宅分野については取替え商材を中心に堅調に推移しまし

た。当社グループと致しましては、市況対応、在庫の即納体制、分野別拡販に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は43,057百万円（同△0.3％）となりました。 

②衛生陶器、金具類（ＴＯＴＯ製品） 

住宅需要の低迷に加え、非住宅需要の落ち込みにより着工数は減少し、厳しい環境下で推移しました。当社グル

ープと致しましては、基幹商品の物件追求、新商品の拡販、システム商品の販売体制強化に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は31,790百万円（同△4.1％）となりました。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

      

パイプ 

・素材下落による先安感が出る。 ・市況に応じた販売体制。 

・新築物件回復遅れによる需要減。 ・在庫の充実及び即納体制。 

・住宅設備用途は樹脂化が進む。 ・継続的に売れるお客様作り。 

継手  

・素材下落による先安感が出る。 ・市況に応じた販売体制。 

・鉄材は環境メッキの採用増える。 ・在庫の充実及び即納体制。 

・ＳＵＳ材はメカニカルが堅調。  ・ネジ、メカ、溶接、加工等、用途別対応。 

バルブ  

・汎用バルブの需要減。 ・各弁種ごとの在庫の充実及び即納体制。 

・弁種はボール、バタフライの採用増える。 ・各種取り扱いメーカーの提供。 

・自動弁の需要堅調。 ・自動弁の自社組立機能の活用。  

化成品  

・素材の下落により市況軟化。 ・市況に応じた販売体制。 

・住宅用は着工数と並び需要減。 ・水道、戸建、集合、下水分野への取組。 

・樹脂材の水道、給水、給湯用途進む。 ・システム配管の自社加工機能の提供。  

土木、その他 

・公共工事の前倒しによる本管需要出る。 

・耐震取替物件の需要出始める。 

・本管の200㍉以下の樹脂化進む。 

・本管の販売体制の全国展開。 

・地域別給水装置メーカーとの取扱い。 

・パイプ、マス他、農下水分野への取組。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

レストルーム 

商品 

・住宅向けは戸建、マンションともに低迷。 ・メーカーとの連携による物件追求。 

・ウォシュレットは取扱業種の増加により競争

激化。 

・シートタイプウォシュレット新商品の拡販。 

・分譲は低価格継続、賃貸は比較的堅調に推

移。 

・節水商品の取替提案。 

システム商品 

・清掃性、安らぎ、健康がテーマ。 

・高級商品は低迷、中級機能商品が人気。 

・システム型と単体型に二分化。 

・新商品、売れ筋商品の拡販。 

・現場調査、取扱説明能力の向上研修の実施。 

・設置、組立体制の強化と法令順守。 



③住宅設備機器類 

新築住宅着工の低迷、リフォーム需要の弱含み、価格競争の激化等、厳しい環境が続いております。当社グルー

プと致しましては、仕入先との広域対応、施工力の強化、ショールーム研修の強化に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は14,087百万円（同△7.6％）となりました。 

④空調、ポンプ、その他 

ルームエアコンは暖房機として、冬季需要増加。パッケージエアコンは店舗、オフィス等の更新需要が進まず、

前年をやや下回りました。また、換気設備は新築住宅の低迷で大幅減。ポンプは製造業向けに底堅い動きを示して

おります。当社グループと致しましては、売れる店作り、仕入先との広域対応、機種選定能力の向上に注力しまし

た。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は17,552百万円（同△0.1％）となりました。 

 （通期の見通し） 

 平成21年度の建設投資は建設経済研究所の予想によると、民間住宅投資（前年比△6.0％）、民間非住宅投資（同

△13.4％）、公共投資（同△2.4％）、名目建設投資全体（同△5.8％）と見込まれ、当社グループを取り巻く環境は

引き続き厳しいと考えております。 

 このような環境下、当社グループは経営戦略として定めた経営方針（８～９ページ）に基づき、既存分野でのシェ

アアップ、地域密着型の営業を図っていく所存です。 

 その結果、売上は上期は前年比１割減を見込みました。また売上総利益は仕入、販売価格の管理強化により利益率

の向上を、一般管理費はコスト削減を図り前年比マイナスを想定しております。 

 通期の見通しは、単体ベースで売上高96,000百万円、営業利益1,000百万円、経常利益1,250百万円、当期純利益

680百万円を見込んでおります。また、大明工機㈱を加えた連結ベースでは、売上高101,000百万円、営業利益1,100

百万円、経常利益1,350百万円、当期純利益740百万円を見込んでおります。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

給湯機器 

・ガス－高効率給湯機台数伸張、汎用品長寿命化 ・エコ商材の取組強化。 

・石油－石油価格の高騰で規模縮小。 ・広域化、エリア別取組、店数拡大。 

・電気－オール電化商材伸張でエコキュート拡大。 ・取替え需要取組、物件価格対応。 

厨房設備 

・中高級品－景気後退、住宅需要縮小で台数減少。 ・メーカーフルライン対応。 

・普及品－アパート需要、単品取替え需要は単価ダ

ウンで台数伸張。 

・付属品－単品取替え需要堅調（ＩＨ、ＳＩコン

ロ） 

・普及品－アパート需要、単品取替え需要単

価ダウンで台数伸張。 

・付属機器の装備率あがり、高級化進む。 

浴室設備 

・集合住宅－景気後退で消費マインド低下。 

・戸建－ハウスメーカー、ビルダー売れ行き低調。 

・取替需要－低価格帯が各メーカーとも伸張。 

・施工力、現場調査力の充実。 

・メーカーフルライン対応。 

・引合いの獲得、追及。 

洗面設備 

・中高級品のシステム品は台数ダウン。 

・低価格帯の廉価品が伸張。 

・普及品価格対応拡大。 

・水廻り品セット受注。 

・メーカーフルライン対応。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

空調機器 

・家庭用－暖房機としての需要増。 ・拠点店の拡大。 

・業務用－全体としては台数減、価格競争の激化で

国内空調は収益悪化。 

・販売店への事業拡大提案。 

・産業用－設備投資は取替需要は堅調、新設は低

迷。 

・機種選定能力の向上。 

換気機器 

・一般型－新築着工減の影響で減少。 

・集中換気－浴室換気暖房機が伸張。 

・２大メーカーを中心にフルライン対応。 

・専業、住設系メーカーへも積極対応。 

  ・省エネ重視のトータル提案。 

ポンプ・水槽 

・設備用－汎用ポンプは取替需要は堅調だが、新設

は低迷。 

・有力販売店の拠点店化と店数の拡大。 

・家庭用－家庭用はメーカーが徐々に集約。 ・強いメーカーと組み、ルートを攻略。 

・土木用－リースが主力に。  ・小型排水ポンプ、宅内排水ポンプに注力。



(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ319百万円増

加し、当連結会計年度末には1,745百万円となりました。 

 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、使用した資金は△1,545百万円となりました。これは主に仕入債務の減少及び売掛債権の増加等

によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は△1,532百万円となりました。これは主に保険積立金積立及び貸付けによる支出

等によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は3,397百万円となりました。これは主に短期借入れによる収入の増加等によるも

のです。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分については、収益力の向上を図ることにより、株主に対し安定した配当を行うとともに、業績に応じた利

益還元を行なうことを基本方針としております。 

 内部留保金につきましては、経営環境の変化に対応できる企業体質の確立と、経営基盤の維持に努めてまいりま

す。 

 当期末の配当金につきましては、１株当たり配当金は15円00銭となります。これにより、中間配当金を含めました

当期の年間配当金は30円00銭を予定しております。 

 また、次期の配当に関しましても、１株当たりの配当金は中間配当金15円00銭、期末配当金15円00銭を予定してお

ります。 

 今後とも収益向上に努め、株主皆様のご期待にお応えすべく、更なる株主還元も検討してまいりたく存じます。  

  



２．企業集団の状況 

  

(1）事業の内容 

 当社グループは、当社、子会社（大明工機株式会社）により構成されており、管工機材、衛生陶器、住宅設備機

器、空調機器等の販売を主たる業務としております。 

 事業系統図は下記のとおりです。 

 
（注）東京ガスライフバル西むさし㈱（旧㈱ハットリビング）は、第２四半期連結会計期間において当社が所有する

株式の一部売却に伴い持分比率が低下したため、連結子会社から持分法適用関連会社となっておりましたが、さ

らに第３四半期連結会計期間において、吸収分割（東京ガスライフバル西むさし㈱を吸収分割承継会社とする）

及び第三者割当増資を行ったことにより、当社の東京ガスライフバル西むさし㈱に対する持分比率が低下したた

め、持分法適用除外となっております。 

(2）関係会社の状況 

仕
　
　
入
　
　
先

得
　
　
意
　
　
先

当
　
　
社

大
明
工
機
㈱

連
結
子
会
社

商
品
の
販
売

商
品
の
仕
入

商品の販売商品の仕入

商品の販売商品の仕入

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主な事業の内容 

議決権の 

所有割合 

（％） 

関係内容  

（連結子会社） 

大明工機㈱ 

東京都中央区湊 

１丁目１番12号  
30,000 管工機材の販売 100 

商品の販売及び仕入 

役員の兼任あり  



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、 

を企業理念として掲げ、今後共、社会に貢献できる企業を目指してまいります。 

  

そのために以下のビジョンを掲げ、「７つのステークホルダーのみなさま（当社グループに関心を持って頂ける

方々）」から「ありがとう」と言って頂ける企業を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業の成長、収益力の向上、財務体質の強化を目的に、以下の経営指標を目標としています。

(3）中期的な会社の経営戦略 

 当社グループの取り巻く環境トレンドは、下記の通りと考えております。 

 
（建設経済研究所、矢野経済研究所資料より当社推定）

 当社グループは、中期に目指す姿として 

を掲げております。 

「管工機材」から「環境・設備機材」へ  

『環境・設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを提供する』 

・設備のベストコーディネーター 

－施主さま、工事業者さまに、ベストな設備をご提案  

・流通としてベストパートナー  

－得意先さま、仕入先さま、当社グループで３位１体のベストなしくみの構築  

・会社としてベストカンパニー  

－株主さま、社員、社会からベストといわれる会社づくり  

 ・収益性（経常利益率の毎年0.5％ＵＰ） 

・成長性（売上のマーケット成長率＋５％） 

・安定性（自己資本比率の毎年２％ＵＰ） 

（兆円）

名　目
投資額

前年増減率
（％）

建設投資（新設） 44.8     △5.9    【住宅】 【非住宅】 【政府】

民間住宅 16.0     △6.0    【持家】 【貸家】 【分譲】

民間非住宅 7.6      △13.4   【工場】 【事務所】 【店舗】

政府 16.4     △2.4    【建築】 【土木】

リフォーム（既築） 5.7      △5.0    【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 50.5     △5.7    民間住宅 民間非住宅 政府

平成21年度見通し

内　　　　　　訳

・販売部門では、管材卸№１の地位の確立 

・購買部門では、仕入先業界内トップディーラー 

・機能強化では、業界№１、オンリーワンの機能充実 



 そして、中期的な経営戦略では以下の基本戦略に具体的に取り組んでまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く環境は、建設投資の動向、市場競争の激化、法的規制への対応等、今年は特に厳しい状

況が予想されます。 

このような環境下、当社グループは中長期的に利益ある成長を続けるために、「３つのフルの追求」「みらい活

動」「改善活動」といった中期戦略を具体的に推進すると共に、今期の課題である、「予算の達成」「増分への取

組み」「改善への取組み」に具体的に取組んでまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部システムに関する基本的な考え方及

びその整備状況」に記載しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

１．３つのフルの追求（成長戦略）－ 事業分野の拡大 

 ①フルカバー    － 日本全国どこでも対応できる体制作り（県別体制） 

 ②フルライン    － お客様が望む商品は何でも提供できる体制作り（ワンストップ化） 

  ③フル機能     － どんなことでも対応できる体制作り（機能Ｎｏ.１） 

  

２．みらい活動（ネットワーク戦略）－ 業界最大のネットワーク作り 

  ①みらい会     － ４位１体でメンバーのニーズに対応（県別に月１開催） 

  ②みらい市     － 行って、見て、買ってよかったみらい市（業界最大のイベント） 

 ③みらいの窓口   － いつでも、どこでも、何でもわかり、手配できる（業界のトップのシステム構築） 

  

３．改善活動（改善戦略） － 明るく元気で強い会社に 

①人作り      － 業界のプロの人材育成（資格、基本、商材） 

②しくみ作り    － 川下から川上まで、一貫した流れの改善（商流、物流、情報流） 

 ③しかけ作り    － 層別にＩＴ化を推進（業界プラットフォーム） 



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 1,425 1,745

受取手形及び売掛金 18,125 18,151

たな卸資産 5,200 4,194

債権売却未収入金等 ※5  143 －

繰延税金資産 561 469

その他 1,736 1,166

貸倒引当金 △1,027 △405

流動資産合計 26,165 25,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,040 4,124

減価償却累計額 △1,757 △1,824

建物及び構築物（純額） ※1  2,282 ※1  2,299

機械装置及び運搬具 126 126

減価償却累計額 △101 △106

機械装置及び運搬具（純額） 25 20

土地 ※1, ※7  6,824 ※1, ※7  6,624

その他 188 282

減価償却累計額 △140 △150

その他（純額） 47 131

有形固定資産合計 9,180 9,076

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 39 103

無形固定資産合計 39 103

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,023 ※1  2,953

長期貸付金 1,722 1,268

長期滞留債権 ※8  542 ※8  576

保険積立金 1,218 1,916

敷金及び保証金 536 546

その他 443 433

貸倒引当金 △1,133 △789

投資その他の資産合計 7,353 6,904

固定資産合計 16,573 16,085

資産合計 42,739 41,405



（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 23,609 19,859

短期借入金 － ※6  4,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  596 ※1  1,591

1年内償還予定の社債 600 100

未払法人税等 60 37

預り金 73 53

賞与引当金 294 238

その他 1,682 771

流動負債合計 26,915 26,650

固定負債   

社債 100 －

長期借入金 ※1  3,680 ※1  2,944

繰延税金負債 771 790

再評価に係る繰延税金負債 ※7  528 ※7  457

退職給付引当金 465 468

役員退職慰労引当金 269 261

預り保証金 663 654

固定負債合計 6,479 5,576

負債合計 33,395 32,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 7,958 8,299

自己株式 △106 △106

株主資本合計 8,829 9,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 125 △258

土地再評価差額金 ※7  389 ※7  266

評価・換算差額等合計 514 7

純資産合計 9,344 9,178

負債純資産合計 42,739 41,405



（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 109,182 106,489

売上原価 ※2  98,733 ※1  96,592

売上総利益 10,448 9,897

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,300 1,290

給与手当 3,650 3,571

賞与引当金繰入額 294 238

退職給付費用 148 161

役員退職慰労引当金繰入額 1 2

その他 3,590 3,591

販売費及び一般管理費合計 8,985 8,855

営業利益 1,463 1,041

営業外収益   

受取利息 264 139

受取配当金 29 33

仕入割引 557 535

賃貸収入 277 298

その他 93 53

営業外収益合計 1,222 1,060

営業外費用   

支払利息 191 189

手形売却損 241 189

売上割引 311 291

賃貸費用 97 91

その他 85 105

営業外費用合計 926 867

経常利益 1,759 1,235

特別利益   

持分変動利益 － 10

子会社株式売却益 － 71

投資有価証券売却益 0 4

貸倒引当金戻入額 86 －

特別利益合計 87 86



（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) 

特別損失   

投資有価証券評価損 ※4  535 ※4  33

投資有価証券売却損 － 337

固定資産除却損 ※3  18 ※3  8

減損損失 － ※5  72

ゴルフ会員権評価損 － 10

損害賠償金 － 10

役員退職慰労金 38 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 22 －

その他 2 －

特別損失合計 617 473

税金等調整前当期純利益 1,228 848

法人税、住民税及び事業税 441 75

過年度法人税等 53 －

法人税等調整額 75 291

法人税等合計 570 367

当期純利益 658 480



（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 542 542

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 542 542

資本剰余金   

前期末残高 434 434

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 434 434

利益剰余金   

前期末残高 7,561 7,958

当期変動額   

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 658 480

土地再評価差額金の取崩 － 116

持分法の適用除外による剰余金の増加額 － 4

当期変動額合計 397 340

当期末残高 7,958 8,299

自己株式   

前期末残高 △106 △106

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △106 △106

株主資本合計   

前期末残高 8,432 8,829

当期変動額   

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 658 480

自己株式の取得 － △0

土地再評価差額金の取崩 － 116

持分法の適用除外による剰余金の増加額 － 4

当期変動額合計 397 340

当期末残高 8,829 9,170



（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 584 125

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △383

当期変動額合計 △459 △383

当期末残高 125 △258

土地再評価差額金   

前期末残高 389 389

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △123

当期変動額合計 － △123

当期末残高 389 266

評価・換算差額等合計   

前期末残高 974 514

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △506

当期変動額合計 △459 △506

当期末残高 514 7

純資産合計   

前期末残高 9,406 9,344

当期変動額   

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 658 480

自己株式の取得 － △0

土地再評価差額金の取崩 － 116

持分法適用除外による剰余金の増加額 － 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △506

当期変動額合計 △62 △166

当期末残高 9,344 9,178



（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 1,228 848

減価償却費 146 148

減損損失 － 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △457 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 △56

受取利息及び受取配当金 △294 △173

支払利息 191 189

手形売却損 241 189

子会社株式売却損益（△は益） － △71

持分法による投資損益（△は益） － 10

持分変動損益（△は益） － △10

投資有価証券売却損益（△は益） △0 333

投資有価証券評価損益（△は益） 535 33

売上債権の増減額（△は増加） 5,625 △1,030

たな卸資産の増減額（△は増加） △210 990

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） △32 143

仕入債務の増減額（△は減少） △2,618 △2,745

その他 114 47

小計 4,537 △1,061

利息及び配当金の受取額 293 178

利息の支払額 △428 △375

損害賠償金の支払額 － △10

役員退職慰労金の支払額 △503 △10

法人税等の支払額 △618 △276

法人税等の還付額 － 10

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,280 △1,545

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,085 △843

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,001 942

貸付けによる支出 △3,316 △3,045

貸付金の回収による収入 2,992 2,277

有形固定資産の取得による支出 △188 △267

有形固定資産の売却による収入 0 150

保険積立金の積立による支出 － △1,181

保険積立金の解約による収入 － 477

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 21

その他 △116 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,713 △1,532



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 4,000

長期借入れによる収入 2,100 900

長期借入金の返済による支出 △1,008 △641

社債の償還による支出 △2,400 △600

配当金の支払額 △260 △260

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,568 3,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1 319

現金及び現金同等物の期首残高 1,427 1,425

現金及び現金同等物の期末残高 1,425 1,745



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 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 (1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

株式会社ハットリビング 

  

(1)連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

大明工機株式会社 

東京ガスライフバル西むさし㈱（旧

㈱ハットリビング）は、第２四半期

連結会計期間において当社が所有す

る株式の一部売却に伴い持分比率が

低下したため、連結子会社から持分

法適用関連会社となっておりました

が、さらに第３四半期連結会計期間

において、吸収分割（東京ガスライ

フバル西むさし㈱を吸収分割承継会

社とする）及び第三者割当増資を行

ったことにより、当社の東京ガスラ

イフバル西むさし㈱に対する持分比

率が低下したため、持分法適用除外

となっております。 

  (2)非連結子会社名称等 

該当事項はありません。 

(2)非連結子会社名称等 

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。  東京ガスライフバル西むさし㈱（旧㈱

ハットリビング）は、第２四半期連結会

計期間において当社が所有する株式の一

部売却に伴い持分比率が低下したため、

連結子会社から持分法適用関連会社とな

っておりましたが、さらに第３四半期連

結会計期間において、吸収分割（東京ガ

スライフバル西むさし㈱を吸収分割承継

会社とする）及び第三者割当増資を行っ

たことにより、当社の東京ガスライフバ

ル西むさし㈱に対する持分比率が低下し

たため、持分法適用除外となっておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

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 

(イ)たな卸資産 

商品 

 主として総平均法による低価法 

(イ)たな卸資産 

商品……総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） 

 （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

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ２百万円減少しております。 

  (ロ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法

（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） 

 なお、組込デリバティブを区分し

て測定することのできない複合金融

商品は、全体を時価評価し、評価差

額を損益に計上しております。 

(ロ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法

（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） 

   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 

  (ハ)デリバティブ 

時価法 

(ハ)デリバティブ 

同 左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

  但し連結子会社は定率法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   ３年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～17年 

(イ)有形固定資産 

建物（附属設備を除く）……定額法 

 但し連結子会社は定率法（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） 

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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

───── 

 



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） 

  

  

 （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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

───── 

  (ロ)無形固定資産 

 のれんについては、取得後5年間の

均等償却、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法 

(ロ)無形固定資産 

同 左  

  ───── 

  

(ハ)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。 

  (ニ)長期前払費用 

定額法 

(ニ)長期前払費用 

同 左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同 左 

  (ロ)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく連結会計年度負担

額を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

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） 

  (ハ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 なお、連結子会社については簡便法

により計上しております。 

 過去勤務債務については、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（10年）による定額法によ

り費用処理することとしております。 

 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（10年）による定額法により翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。  

(ハ)退職給付引当金 

同 左 

  (ニ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、連結会計年度末要

支給額の100％を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当社の主要な連結子会社の役員退職

慰労金は、従来、支出時の費用として

処理しておりましたが、当連結会計年

度より「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会 平

成19年４月13日 監査・保証実務委員

会報告第42号）を適用したこと及び当

連結会計年度に「役員退職慰労金（内

規）」の整備・新設を行ったことによ

り、連結会計年度末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上する方法に変

更しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づき、連結会計年度末要

支給額の100％を計上しております。 

───── 

    この変更により、当連結会計年度

発生額１百万円は販売費及び一般管理

費に計上し、過年度対応額22百万円に

ついては、全額を特別損失に計上して

おります。 

 この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益及び経常利

益は１百万円、税金等調整前当期純利

益は23百万円それぞれ減少しておりま

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） 

   なお、当下期において、「役員退職

慰労金（内規）」の整備・新設を行っ

たため、当中間連結会計期間は、従来

の方法によっております。従って、当

中間連結会計期間は、変更後の方法に

よった場合に比べて、営業利益及び経

常利益はそれぞれ０百万円、税金等調

整前中間純利益は23百万円多く計上さ

れております。 

  

(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 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 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ますので、特例

処理を採用しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同 左 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

・ヘッジ対象 

借入金 

(ロ)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 

  (ハ)ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同 左 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしておりますので、有効性の評価を

省略しております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、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．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 

 （会計処理の変更） 

（表示方法の変更） 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（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。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

─────  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「保険積立金の

積立による支出」（前連結会計年度△511百万円）、及び

「保険積立金の解約による収入」（前連結会計年度424百

万円）は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

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．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

(1）資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

 なお、当該金額は、下記(2)の建物及び構築物

（307百万円）並びに土地（2,763百万円）を含ん

でおります。 

     
 建物及び構築物 571百万円 

 土地 3,439百万円 

計 4,010百万円 

     

(1）資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

 なお、当該金額は、下記(2)の建物及び構築物

（406百万円）並びに土地（2,763百万円）を含ん

でおります。 

     
 建物及び構築物 629百万円 

 土地 3,439百万円 

計 4,069百万円 

     
上記に対する債務 上記に対する債務 

 長期借入金 1,485百万円  長期借入金 1,880百万円 

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産を担

保に供しております。 

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産を担

保に供しております。 

 建物及び構築物 307百万円 

 土地 2,763百万円 

 投資有価証券 376百万円 

計 3,448百万円 

 建物及び構築物 406百万円 

 土地 2,763百万円 

 投資有価証券 226百万円 

計 3,396百万円 

２．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金40百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

２．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金40百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

３．受取手形割引高 ３．受取手形割引高 

  6,194百万円  受取手形 631百万円 

 営業外受取手形 556百万円 

４．手形債権流動化に伴う買戻義務額 ４．手形債権流動化に伴う買戻義務額 

  3,371百万円   3,008百万円 

※５．債権売却未収入金等 

 債権売却未収入金等は、ファクタリング方式によ

る流動化に伴う当該債権の支払留保未収額(143百万

円)であります。 

───── 

───── 

  

※６．財務制限条項 

㈱三井住友銀行をエージェントとするコミットメ

ントライン契約（借入残高4,000百万円）には、以下

の財務制限条項が付されており、これに抵触した場

合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する

ことがあります。 

(1）各連結会計年度末日及び各第２四半期連結会計

期間末日における連結貸借対照表に計上される純

資産の部の金額から新株予約権、少数株主持分、

繰延ヘッジ損益を控除した金額を、前年同月末日

における純資産の部の金額から新株予約権、少数

株主持分、繰延ヘッジ損益を控除した金額の75％

以上に維持すること。 

(2）各連結会計年度及び第２四半期連結累計期間に

おける連結損益計算書に計上される経常損益に関

して、損失となっていないこと。 

 



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） 

※７．土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、平成14年３月31日に事業

用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税

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。 

※７．土地再評価 

同 左 

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３号に定める固定資

産税評価額、同条第４号に定める地価税計算のため

に公表された価額および同条第5号に定める鑑定評価

に基づいて、合理的な調整を行って算出しておりま

す。 

再評価の方法 

同 左 

再評価を行った年月日 平成14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 

      1,143百万円

再評価を行った年月日 同左 

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 

    993百万円

※８．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産更生債権等であります。 

※８．長期滞留債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産更生債権等であります。 



（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．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

47百万円 

※２．低価法による商品の評価損10百万円並びに陳腐化

等による商品の評価損23百万円を売上原価に算入し

ております。 

───── 

※３．固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

 建物 7百万円 

 器具備品 10百万円 

※３．固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

 建物 6百万円 

※４．投資有価証券評価損には複合金融商品の評価損531

百万円を含めております。 

※４．投資有価証券売却損には複合金融商品売却損337百

万円を含めております。 

───── ※５．減損損失 

 当社は、平成20年６月30日に以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、売却予定資産については、個別

物件単位でグルーピングしております。当該資産に

ついては、従来、賃貸用資産としてグルーピングし

ておりましたが、売却予定となったため、回収可能

価額まで減損し、減損損失72百万円（固定資産売却

損相当額）を特別損失に計上いたしました。回収可

能価額は正味売却価額により測定しており、売却契

約締結予定であるため、契約予定額により評価して

おります。なお、当該資産は、平成20年７月14日を

もって契約予定額どおりの価額で売却いたしまし

た。 

※ 土地の帳簿価額199百万円は、土地の再評価に

関する法律（平成10年３月31日公布法律第34

号）に基づく再評価差額194百万円を含んだ金額

であります。 

  

用途  種類  場所 

売却予定資産 建物及び構築物、土地 新潟県新潟市 

  売却予定価額 帳簿価額 減損損失 

 建物及び構築物

（百万円） 
10 24 13

 土地（百万円） 139 ※199 59

 合計（百万円） 150 223 72



（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 

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 

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382株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

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 8,798,782 － － 8,798,782 

合計 8,798,782 － － 8,798,782 

自己株式        

普通株式 100,240 － － 100,240 

合計 100,240 － － 100,240 

（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５月16日 
取締役会 

普通株式 130 15円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月14日 

平成19年11月15日 
取締役会 

普通株式 130 15円00銭 平成19年９月30日 平成19年12月14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５月13日 
取締役会 

普通株式 130 利益剰余金 15円00銭  平成20年３月31日 平成20年６月12日

 
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 8,798,782 － － 8,798,782 

合計 8,798,782 － － 8,798,782 

自己株式        

普通株式 100,240 382 － 100,622 

合計 100,240 382 － 100,622 

（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５月13日 
取締役会 

普通株式 130 15円00銭 平成20年３月31日 平成20年６月12日 

平成20年10月30日 
取締役会 

普通株式 130 15円00銭 平成20年９月30日 平成20年12月12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21年４月30日 
取締役会 

普通株式 130 利益剰余金 15円00銭  平成21年３月31日 平成21年６月12日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（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）及び当連結会計年度（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、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業者として、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機

器類及び空調機器類の仕入、販売を行っております。 

 当該事業の売上高、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。 

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）及び当連結会計年度（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）及び当連結会計年度（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。 

  

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 

（単位：百万円） 

※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 

（単位：百万円） 

       
現金及び預金      1,425 

現金及び現金同等物

の期末残高 

     1,425 

 

       
現金及び預金      1,745 

現金及び現金同等物

の期末残高 

     1,745 

 



（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

  

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者情報

に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。 

（重要な後発事象） 

 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） 

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   1,074円23銭

１株当たり当期純利益金額 75円65銭

１株当たり純資産額 1,055円18銭

１株当たり当期純利益金額 55円27銭

 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。 

 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。 

 
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） 

当期純利益（百万円） 658 480 

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） 658 480 

期中平均株式数（株） 8,698,542 8,698,369 



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 1,235 1,664

受取手形 ※7  1,871 4,575

売掛金 15,147 12,671

商品 4,739 3,819

前渡金 2 3

前払費用 117 119

繰延税金資産 547 450

短期貸付金 376 623

未収入金 282 375

債権売却未収入金等 143 －

その他 17 15

貸倒引当金 △1,013 △393

流動資産合計 23,468 23,925

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,497 3,577

減価償却累計額 △1,424 △1,494

建物（純額） ※1  2,073 ※1  2,082

構築物 178 180

減価償却累計額 △140 △145

構築物（純額） 38 35

機械及び装置 116 116

減価償却累計額 △95 △99

機械及び装置（純額） 20 17

車両運搬具 7 7

減価償却累計額 △3 △5

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 181 280

減価償却累計額 △134 △148

工具、器具及び備品（純額） 46 131

土地 ※1, ※2  6,733 ※1, ※2  6,533

有形固定資産合計 8,916 8,803

無形固定資産   

のれん 0 0

借地権 0 0

ソフトウエア 19 84

電話加入権 16 16

無形固定資産合計 37 101



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,004 ※1  2,933

関係会社株式 279 188

出資金 5 2

長期貸付金 1,718 1,261

従業員長期貸付金 4 6

長期滞留債権 ※3  542 ※3  574

長期前払費用 2 0

保険積立金 1,190 1,895

敷金及び保証金 512 523

会員権 134 125

その他 300 300

貸倒引当金 △1,133 △787

投資その他の資産合計 7,561 7,024

固定資産合計 16,514 15,929

資産合計 39,983 39,855

負債の部   

流動負債   

支払手形 9,347 7,835

買掛金 13,225 11,342

短期借入金 － ※8  4,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  591 ※1  1,586

1年内償還予定の社債 600 100

未払金 287 234

未払費用 73 79

未払法人税等 14 12

未払消費税等 65 101

前受金 6 3

預り金 61 52

前受収益 9 14

賞与引当金 270 220

その他 59 49

流動負債合計 24,610 25,632

固定負債   

社債 100 －

長期借入金 ※1  3,650 ※1  2,918

繰延税金負債 764 790

再評価に係る繰延税金負債 528 457

退職給付引当金 414 430

役員退職慰労引当金 246 235

預り保証金 647 637

固定負債合計 6,351 5,470

負債合計 30,962 31,102



（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 542 542

資本剰余金   

資本準備金 434 434

資本剰余金合計 434 434

利益剰余金   

利益準備金 75 75

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 2,153 2,140

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 21

別途積立金 4,420 4,420

繰越利益剰余金 976 1,206

利益剰余金合計 7,625 7,864

自己株式 △106 △106

株主資本合計 8,496 8,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135 △247

土地再評価差額金 ※2  389 ※2  266

評価・換算差額等合計 524 18

純資産合計 9,020 8,753

負債純資産合計 39,983 39,855



（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) 

売上高 104,195 100,720

売上原価   

商品期首たな卸高 4,580 4,739

当期商品仕入高 94,911 90,703

合計 99,491 95,442

商品期末たな卸高 ※2  4,739 ※1  3,819

商品売上原価 94,752 91,623

売上総利益 9,442 9,096

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,280 1,270

支払手数料 446 435

旅費交通費 243 238

通信費 173 170

交際費 107 121

役員報酬 147 162

給与手当 3,186 3,211

賞与引当金繰入額 270 220

退職給付費用 142 153

法定福利費及び福利厚生費 777 791

賃借料 354 379

事務用消耗品費 159 158

減価償却費 85 100

租税公課 78 74

その他 708 713

販売費及び一般管理費合計 8,163 8,204

営業利益 1,279 892

営業外収益   

受取利息 263 139

受取配当金 29 32

仕入割引 557 523

賃貸収入 263 294

その他 74 49

営業外収益合計 1,189 1,039

営業外費用   

支払利息 177 178

手形売却損 238 187

売上割引 311 291

賃貸費用 87 81

その他 85 93

営業外費用合計 899 831

経常利益 1,568 1,100



（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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 0 4

子会社株式売却益 － 62

貸倒引当金戻入額 77 －

特別利益合計 78 66

特別損失   

投資有価証券評価損 ※4  535 33

投資有価証券売却損 － ※4  337

固定資産除却損 ※3  18 ※3  8

減損損失 － ※5  72

ゴルフ会員権評価損 － 10

役員退職慰労金 38 －

リース解約損 2 －

特別損失合計 595 463

税引前当期純利益 1,052 704

法人税、住民税及び事業税 376 14

過年度法人税等 53 －

法人税等調整額 69 306

法人税等合計 499 320

当期純利益 552 383



（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 542 542

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 542 542

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 434 434

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 434 434

資本剰余金合計   

前期末残高 434 434

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 434 434

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 75 75

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 75 75

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,185 2,153

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △32 △12

当期変動額合計 △32 △12

当期末残高 2,153 2,140

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － 21

当期変動額合計 － 21

当期末残高 － 21

別途積立金   

前期末残高 4,420 4,420

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,420 4,420



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 651 976

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 32 12

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － △21

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 552 383

土地再評価差額金の取崩 － 116

当期変動額合計 324 229

当期末残高 976 1,206

利益剰余金合計   

前期末残高 7,333 7,625

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 552 383

土地再評価差額金の取崩 － 116

当期変動額合計 292 239

当期末残高 7,625 7,864

自己株式   

前期末残高 △106 △106

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △106 △106

株主資本合計   

前期末残高 8,203 8,496

当期変動額   

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 552 383

自己株式の取得 － △0

土地再評価差額金の取崩 － 116

当期変動額合計 292 238

当期末残高 8,496 8,734



（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 589 135

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △453 △383

当期変動額合計 △453 △383

当期末残高 135 △247

土地再評価差額金   

前期末残高 389 389

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △123

当期変動額合計 － △123

当期末残高 389 266

評価・換算差額等合計   

前期末残高 978 524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △453 △506

当期変動額合計 △453 △506

当期末残高 524 18

純資産合計   

前期末残高 9,182 9,020

当期変動額   

剰余金の配当 △260 △260

当期純利益 552 383

自己株式の取得 － △0

土地再評価差額金の取崩 － 116

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △453 △506

当期変動額合計 △161 △267

当期末残高 9,020 8,753



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 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 

（1）子会社株式……移動平均法による原

価法 

（1）子会社株式 

同 左 

  （2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日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） 

 なお、組込デリバティブを区分し

て測定することのできない複合金融

商品は、全体を時価評価し、評価差

額を損益に計上しております。 

（2）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） 

  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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ……時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……総平均法による低価法 商品……総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） 

 （会計方針の変更） 

 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

及び税引前当期純利益は、それぞれ

２百万円減少しております。 

 



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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

   ……定額法 

その他……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物………………４～50年 

 建物附属設備……３～18年 

 構築物……………６～30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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

───── 

  

   （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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

───── 

  

  （2）無形固定資産 

 のれんについては、取得後５年間の

均等償却によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

  

  ───── 

  

  

（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。 

 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）長期前払費用 

定額法 

（4）長期前払費用 

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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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 

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく当事業年度負担額

を計上しております。 

(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及び

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

 過去勤務債務については、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（10年）による定額法によ

り費用処理することとしております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

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払に備えるた

め、内規に基づき、事業年度末要支給

額の100％を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同 左 

６．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。 

───── 

７．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は、特例処理

の要件を満たしておりますので、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……金利スワップ取引 

・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 

 金利変動リスクに備えキャッシュ・

フローを固定する目的でヘッジ取引を

行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同 左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしておりますので、有効性の評価を

省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

 



会計処理方法の変更 

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） 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

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。 

消費税等の会計処理 

同 左 

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。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



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．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

なお、当該金額は、下記(2)の建物（307百万

円）並びに土地（2,763百万円）を含んでおりま

す。 

建物 413百万円 

土地 3,409百万円 

計 3,822百万円 

※１．(1)資産のうち次のとおり債務の担保に供しており

ます。 

なお、当該金額は、下記(2)の建物（406百万

円）並びに土地（2,763百万円）を含んでおりま

す。 

建物 478百万円 

土地 3,409百万円 

計 3,888百万円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 1,450百万円 長期借入金 1,850百万円 

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産を担

保に供しております。 

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産を担

保に供しております。 

建物 307百万円 

土地 2,763百万円 

投資有価証券 376百万円 

計 3,448百万円 

建物 406百万円 

土地 2,763百万円 

投資有価証券 226百万円 

計 3,396百万円 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、平成14年３月31日に事業

用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税

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。 

※２．        同 左 

  

  

  

  

  

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３号に定める固定資

産税評価額、同条第４号に定める地価税計算のため

に公表された価額および同条第５号に定める鑑定評

価に基づいて、合理的な調整を行って算出しており

ます。 

再評価の方法 

同 左 

 

 

 

  

 再評価を行った年月日 

平成14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 

1,143百万円 

 再評価を行った年月日 

同 左  

 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 

993百万円 

※３．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産更生債権等であります。 

※３．財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定する破

産更生債権等であります。 

４．保証債務 ４．保証債務 

 従業員の住宅建設資金の借入金40百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金40百万円につき、

㈱三井住友銀行に債務保証を行っております。 

 ５．受取手形割引高 

6,029百万円 

 ５．受取手形割引高 

 受取手形 440百万円 

 営業外受取手形 556百万円 

６．手形債権流動化に伴う買戻義務額 

3,371百万円 

６．手形債権流動化に伴う買戻義務額 

    3,008百万円 

※７．債権売却未収入金等 

債権売却未収入金等は、ファクタリング方式によ

る流動化に伴う当該債権の支払留保未収額(143百万

円)であります。 

───── 

 



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） 

───── 

  

※８．財務制限条項 

㈱三井住友銀行をエージェントとするコミットメ

ントライン契約（借入残高4,000百万円）には、以下

の財務制限条項が付されており、これに抵触した場

合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する

ことがあります。 

(1）各事業年度末日及び各第２四半期会計期間末日

における連結貸借対照表に計上される純資産の部

の金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益を控除し

た金額を、前年同月末日における純資産の部の金

額から新株予約権、繰延ヘッジ損益を控除した金

額の75％以上に維持すること。 

(2）各事業年度及び第２四半期累計期間における損

益計算書に計上される経常損益に関して、損失と

なっていないこと。 



（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．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

32百万円 

※２．低価法による商品の評価損10百万円並びに陳腐化

等による商品の評価損23百万円を売上原価に算入し

ております。 

───── 

※３．固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

 建物 7百万円 

 器具備品 10百万円 

※３．固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

 建物 5百万円 

※４．投資有価証券評価損には複合金融商品の評価損531

百万円を含めております。 

※４．投資有価証券売却損には複合金融商品売却損337百

万円を含めております。 

───── ※５．減損損失 

 当社は、平成20年６月30日に以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、売却予定資産については、個別

物件単位でグルーピングしております。当該資産に

ついては、従来、賃貸用資産としてグルーピングし

ておりましたが、売却予定となったため、回収可能

価額まで減損し、減損損失72百万円（固定資産売却

損相当額）を特別損失に計上いたしました。回収可

能価額は正味売却価額により測定しており、売却契

約締結予定であるため、契約予定額により評価して

おります。なお、当該資産は、平成20年７月14日を

もって契約予定額どおりの価額で売却いたしまし

た。 

※ 土地の帳簿価額199百万円は、土地の再評価に

関する法律（平成10年３月31日公布法律第34

号）に基づく再評価差額194百万円を含んだ金額

であります。 

  

用途  種類  場所 

売却予定資産 建物及び構築物、土地 新潟県新潟市 

  売却予定価額 帳簿価額 減損損失 

 建物及び構築物

（百万円） 
10 24 13

 土地（百万円） 139 ※199 59

 合計（百万円） 150 223 72



（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 

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382株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため開示を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

６．その他 

   

    該当事項はありません。 

 
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 100,240 － － 100,240 

合計 100,240 － － 100,240 

 
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 100,240 382 － 100,622 

合計 100,240 382 － 100,622 

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 1,037円05銭

１株当たり当期純利益金額       63円57銭

１株当たり純資産額 1,006円32銭

１株当たり当期純利益金額   44円10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。 

 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。 

 
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） 

当期純利益（百万円） 552 383 

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） 552 383 

期中平均株式数（株） 8,698,542 8,698,369 
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