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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 101,501 △13.2 779 △42.6 539 △51.5 △99 ―
20年3月期 116,915 △1.3 1,358 △6.3 1,112 △5.7 423 △27.7

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
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 △3.75 ― △1.8 1.2 0.8
20年3月期 15.94 ― 7.6 2.1 1.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △11百万円 20年3月期  39百万円

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 41,581 5,524 12.5 195.96
20年3月期 47,310 5,957 11.8 209.86

（参考） 自己資本   21年3月期  5,209百万円 20年3月期  5,580百万円

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 985 △509 1,615 5,565
20年3月期 2,031 △284 △2,566 3,226

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 ― ― ― 3.00 3.00 79 18.8 1.4
21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 79 ― 1.5
22年3月期 

（予想） ― ― ― 3.00 3.00 26.6

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

46,500 △13.8 260 △45.9 150 △59.5 70 △32.4 2.63

通期 98,000 △3.4 880 12.8 600 11.2 300 ― 11.28
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、22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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 26,628,000株 20年3月期 26,628,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  41,703株 20年3月期  35,590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 78,753 △14.5 518 △47.3 432 △51.0 262 17.0
20年3月期 92,120 △3.1 983 7.9 880 11.5 224 △42.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 9.85 ―
20年3月期 8.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 30,301 4,161 13.7 156.53
20年3月期 32,143 4,138 12.9 155.63

（参考） 自己資本 21年3月期  4,161百万円 20年3月期  4,138百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は添付資料の4ページをご参照下さい。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国から発生した金融危機に端を発し、景気が世界規模で急

速に悪化したことにより、企業収益の悪化や設備投資の削減、個人消費の落ち込み等がみられ、景気悪

化が深刻化する状況となりました。 

このような環境の中、当社グループは積極的な営業活動に努めてまいりましたが、年度後半からの世

界景気の悪化による設備投資削減の影響を受け、半導体製造業界向けの電気設備機器が急激に落ち込み

ました。 

また、事業の選択と集中を一層加速させ、ナラサキリース㈱をはじめとする連結子会社４社を譲渡

し、公共事業の削減等により収益確保が困難であった土木・建設機械のリース・レンタル事業から撤退

いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は前期比154億14百万円減（13.2％減）の1,015億１百万円、営

業利益は前期比５億78百万円減（42.6％減）の７億79百万円、経常利益は前期比５億73百万円減

（51.5％減）の５億39百万円となりました。特別損失に投資有価証券評価損53百万円、関係会社株式売

却損２億26百万円など３億44百万円を計上したため、99百万円の当期純損失（前期は当期純利益４億23

百万円）となりました。 

  

（機械・設備関連事業）   

電気機械事業では、冷熱設備の需要が引き続き旺盛で好調に推移いたしましたが、サブプライムロー

ン問題に端を発した世界的不況の影響を受け、自動車・家電・半導体設備事業等の輸出関連企業向けの

電気設備機器は年度後半に低調となり減収減益となりました。また、農業施設事業においては、北海道

地区で小麦サイロや豆類調製設備、本州地区では予冷施設、選果選別設備の大型物件の受注があり健闘

しましたが、産業機械事業においては大型物件が少なく苦戦いたしました。 

以上の結果、売上高は298億16百万円（前期比19.1％減）、営業利益は15億33百万円（前期比28.1％

減）となりました。 

（資材・燃料関連事業） 

建材事業では、都市部の建築需要の減少や地方の公共工事削減により、特にセメント、生コン需要の

落ち込みが大きく低調に推移し減収減益となりました。また、燃料事業については、原油価格が高騰す

る中、販売数量が大きく減少し大幅な減収となりました。 

以上の結果、売上高は533億90百万円（前期比13.0％減）、営業利益は６億27百万円（前期比18.8％

減）となりました。 

（海運関連事業）   

海運関連事業のナラサキスタックス㈱は、年度前半の苫小牧港における貨物取り扱いが好調に推移し

ましたが、年度後半に入り急激なメーカーの減産や輸出の不振により物流が減少し僅かに減収となりま

した。また、コンテナ輸送の合理化等によりコストを削減し利益率の向上に努めました。 

以上の結果、売上高は182億94百万円（前期比2.2％減）、営業利益は３億７百万円（前期比70.8％

増）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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今後のわが国経済につきましては、昨秋以降の金融危機の影響を受け景気悪化の傾向が続いており、

金融安定・景気刺激策により経済指標に改善の兆しが見えるものの先行き不透明感は依然として強く、

景気回復時期を見通すことができない状況にあります。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、コアビジネスの強化と経営資源の効率的配分に

よる収益力の向上、新規事業への積極的な取組みによる将来の中核事業の育成に取り組んでまいりま

す。 

当社グループの通期連結業績の次期見通しは、売上高980億円、営業利益８億80百万円、経常利益６

億円、当期純利益３億円を見込んでおります。 

なお、セグメント別の売上高は、機械・設備関連事業320億円（前年同期比7.3％増）、資材・燃料関

連事業480億円（同10.1％減）、海運関連事業180億円（同1.6％減）を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末の総資産は415億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて57億28百万円の減少

となりました。流動資産は、現金及び預金の増加23億42百万円、受取手形及び売掛金の減少50億35百万

円等により、前連結会計年度末比22億47百万円減少の269億97百万円となりました。固定資産は、連結

子会社除外に伴う賃貸用固定資産の減少22億89百万円等により、前連結会計年度末比34億81百万円減少

の145億84百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債は360億56百万円となり、前連結会計年度末に比べて52億96百万円の減少と

なりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少54億46百万円、短期借入金の増加14億58百万円等

により、前連結会計年度末比40億71百万円減少の286億14百万円となりました。固定負債は、長期借入

金の減少13億７百万円等により、前連結会計年度末比12億25百万円減少の74億42百万円となりました。

なお、短期借入金の増加は、昨今の金融情勢に鑑み、手元流動資金を手厚く確保したことによるもの

であります。 

当連結会計年度末の純資産は55億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億32百万円の減少と

なりました。これは主に当期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少１億79百万円、その他有価

証券評価差額金の減少１億95百万円によるものであります。 

  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、９億85百万円のプラスとなりました。これは税金等調整前当

期純利益２億29百万円、減価償却費８億83百万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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、５億９百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産

の取得による支出４億60百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出３億７百万円等

によるものであります。 

②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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（財務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・フローは、16億15百万円のプラスとなりました。これは主に借入金の純

増加額17億10百万円によるものであります。 

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の増加額は20億90百万円となり、当連結会

計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は55億65百万円となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・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 

 （注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。 

 （注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。 

 （注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。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策として位置づけており、配当につきまして

は、安定的に実施していくことを基本としつつ、収益状況、財政状態及び将来の事業展開等を勘案して

決定する方針であります。内部留保金は、販売体制の整備・強化及び技術開発投資等の資金需要に備え

て蓄積しており、事業拡充のための投資に活用する所存であります。 

この基本方針に基づき、当期の配当金につきましては、当社の業績等を勘案し１株当たり３円の期末

配当とさせていただきます。また、次期の配当金につきましても、基本方針に基づき１株当たり３円の

期末配当を予定しております。 

  

  

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 9.1 9.9 10.0 11.8 12.5

時価ベースの自己資本比率 9.6 12.6 8.7 6.7 3.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

15.3 9.3 4.6 7.1 14.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.2 5.0 8.6 4.5 3.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の企業集団は、当社と連結子会社３社、非連結子会社７社及び関連会社５社(うち持分法適用会

社３社)で構成され、機械・設備及び資材・燃料の販売と海運関連業務を主な事業としております。 

  

１．機械・設備関連事業  

当社が得意先に対する販売を担当するほか、非連結子会社悠禧貿易(上海)有限公司が中国市場におけ

るＦＡ機械等の販売を行っております。 

  

※前連結会計年度まで連結の範囲に含めていたナラサキリース㈱は、平成21年３月31日に当社が保有

する全ての株式を譲渡したことにより、また、ナラサキ総合サービス㈱は当連結会計年度中に解散、清

算結了したことにより、連結の範囲から除外しております。 

※前連結会計年度まで持分法適用の非連結子会社でありました東京ナラサキレンタル㈱、秋田ナラサ

キレンタル㈱及び青森ナラサキレンタル㈱は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。但し、当該３社については、平成21年３月31日に当社が保有する全ての株式を譲

渡したことにより、連結の範囲から除外しております。 

  

２．資材・燃料関連事業 

当社が得意先に対する販売を担当するほか、燃料の一部について連結子会社ナラサキ石油㈱経由によ

り販売しております。 

また、資材関連事業の一部については、非連結子会社富士総販㈱及び関連会社後志生コン販売㈲、興

部生コン㈱経由による販売を行っております。 

  

３．海運関連事業  

連結子会社ナラサキスタックス㈱は海陸一貫輸送を業務とし、海上輸送業、港湾運送業、倉庫業、貨

物自動車運送業等を営んでおり、関連業務の一部については非連結子会社楢崎通運㈱ほか３社及び関連

会社ケイナラ㈱ほか２社が役務の提供をしております。  

2. 企業集団の状況
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事業の系統図は次の通りであります。 
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当社グループは、「誠意をもって顧客の信頼を得る仕事をする」を経営理念とし、各事業分野におい

て蓄積された専門知識と企画力を基に、お客様ニーズに合った付加価値の高い商品とサービスを提供す

ることにより、お客様の満足と信頼を通して豊かな社会づくりに貢献することを基本方針としておりま

す。 

当社は、下記の項目を経営課題及び事業戦略と認識し、その取り組みを通じて、「企業価値」と「公

正で透明な経営」の一層の向上を目指しております。 

イ．事業本部制の定着  

地域を越えた一体感の醸成、営業面での連携・情報交換・人事交流による収益拡大、人材の適正

かつ機動的配置による経営効率化を目的として、地域部門制を廃止し導入しました事業本部制の定

着を目指します。  

ロ．コアビジネスの強化と経営資源の効率的配分  

電機・ＦＡ事業に関しましては、自動車・エレクトロニクス業界は引き続き厳しい環境下にあり

苦戦が予想されますが、今後の成長性・将来性を勘案し経営資源を重点投入してまいります。 

また、コアビジネスの事業推進や低採算事業・地域戦略の見直しなどの効率化推進により収益力

の向上に努めます。  

ハ．新規事業への積極的な取り組み 

農業関連事業やエネルギー関連事業におきましては、当社グループの特性を活かして新たなビジ

ネスに積極的に取り組み、将来の中核事業への育成を目指します。  

ニ．グループとしての総合力発揮  

グループ企業間や事業部門間での連携を一層強化し、グループとしての総合力を発揮することに

より、収益拡大に努めます。  

イ．有利子負債の削減  

連結経営体制を強化し、グループとしての収益力の向上と資金の効率的な運用を通じて、キャッ

シュ・フローの増加を図るとともに、有利子負債を削減します。  

ロ．資金調達の多様化  

シンジケートローンや債権流動化などにより、資金調達の多様化を図ります。  

イ．リスクマネジメント体制の強化  

基本方針に基づきＣＳＲ委員会を中心としたリスク管理体制を整備するとともに、コーポレート

ガバナンス体制の一層の充実を図ります。  

ロ．コンプライアンスの徹底  

グループ企業倫理基準の遵守の徹底と社員一人一人のコンプライアンス意識の定着化を図りま

す。  

ハ．内部統制報告制度への対応 

「内部統制報告制度」に対応して、グループの財務報告の信頼性を確保すべく、適正に整備・運

用・評価する体制を構築してきましたが、より一層の体制強化に努めます。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 会社の対処すべき課題

①収益基盤・事業基盤の強化

②財務基盤の強化

③企業の社会的責任
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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 3,246 5,588 

受取手形及び売掛金 23,836 18,801 

たな卸資産 680 － 

商品及び製品 － 569 

原材料及び貯蔵品 － 16 

繰延税金資産 233 342 

その他 1,533 1,928 

貸倒引当金 △285 △249 

流動資産合計 29,244 26,997 

固定資産 

有形固定資産 

貸与資産 7,993 － 

減価償却累計額 △5,703 － 

貸与資産（純額） 2,289 － 

建物及び構築物 4,149 4,244 

減価償却累計額 △2,561 △2,599 

建物及び構築物（純額） 1,587 1,645 

機械装置及び運搬具 5,903 5,837 

減価償却累計額 △4,123 △4,194 

機械装置及び運搬具（純額） 1,780 1,643 

土地 7,515 6,951 

リース資産 － 276 

減価償却累計額 － △12 

リース資産（純額） － 264 

その他 544 435 

減価償却累計額 △485 △392 

その他（純額） 58 42 

有形固定資産合計 13,231 10,546 

無形固定資産 

リース資産 － 3 

その他 64 74 

無形固定資産合計 64 77 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,831 1,352 

長期貸付金 752 22 

繰延税金資産 934 735 

その他 2,615 2,578 

貸倒引当金 △1,364 △728 

投資その他の資産合計 4,770 3,960 

固定資産合計 18,066 14,584 

資産合計 47,310 41,581 
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(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 23,056 17,609 

短期借入金 4,522 5,980 

1年内返済予定の長期借入金 3,263 3,027 

リース債務 － 36 

未払法人税等 322 117 

賞与引当金 297 267 

その他 1,225 1,577 

流動負債合計 32,686 28,614 

固定負債 

社債 200 200 

長期借入金 6,349 5,041 

長期未払金 922 827 

リース債務 － 242 

退職給付引当金 523 546 

役員退職慰労引当金 229 207 

特別修繕引当金 26 43 

その他 416 332 

固定負債合計 8,667 7,442 

負債合計 41,353 36,056 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,354 2,354 

資本剰余金 1,288 1,288 

利益剰余金 1,829 1,650 

自己株式 △6 △7 

株主資本合計 5,465 5,286 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 119 △76 

繰延ヘッジ損益 △4 0 

評価・換算差額等合計 114 △76 

少数株主持分 376 315 

純資産合計 5,957 5,524 

負債純資産合計 47,310 41,581 
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(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 116,915 101,501 

売上原価 107,261 92,459 

売上総利益 9,653 9,041 

販売費及び一般管理費 

旅費及び交通費 450 464 

貸倒引当金繰入額 223 138 

従業員給料及び手当 3,182 3,120 

従業員賞与 705 687 

賞与引当金繰入額 256 262 

退職給付費用 471 557 

役員退職慰労引当金繰入額 57 56 

福利厚生費 772 786 

賃借料 579 592 

減価償却費 84 76 

その他 1,510 1,519 

販売費及び一般管理費合計 8,295 8,262 

営業利益 1,358 779 

営業外収益 

受取利息 45 31 

受取配当金 31 27 

持分法による投資利益 39 － 

受取賃貸料 126 121 

その他 42 42 

営業外収益合計 286 222 

営業外費用 

支払利息 373 312 

手形売却損 59 32 

持分法による投資損失 － 11 

その他 99 107 

営業外費用合計 531 463 

経常利益 1,112 539 

特別利益 

固定資産売却益 4 8 

貸倒引当金戻入額 － 6 

退職給付信託設定益 176 － 

関係会社株式売却益 68 － 

受取補償金 － 18 

その他 8 1 

特別利益合計 257 34 
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(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 

固定資産処分損 97 16 

投資有価証券売却損 121 7 

投資有価証券評価損 7 53 

関係会社株式売却損 － 226 

その他 14 41 

特別損失合計 241 344 

税金等調整前当期純利益 1,128 229 

法人税、住民税及び事業税 363 173 

法人税等調整額 332 135 

法人税等合計 695 308 

少数株主利益 9 20 

当期純利益又は当期純損失（△） 423 △99 
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(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 2,354 2,354 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,354 2,354 

資本剰余金 

前期末残高 1,288 1,288 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,288 1,288 

利益剰余金 

前期末残高 1,485 1,829 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益又は当期純損失（△） 423 △99 

当期変動額合計 344 △179 

当期末残高 1,829 1,650 

自己株式 

前期末残高 △5 △6 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △6 △7 

株主資本合計 

前期末残高 5,122 5,465 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益又は当期純損失（△） 423 △99 

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 343 △179 

当期末残高 5,465 5,286 
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(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 495 119

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △195

当期変動額合計 △375 △195

当期末残高 119 △76

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △0 △4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 5

当期変動額合計 △4 5

当期末残高 △4 0

評価・換算差額等合計

前期末残高 494 114

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △380 △190

当期変動額合計 △380 △190

当期末残高 114 △76

少数株主持分

前期末残高 393 376

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 △61

当期変動額合計 △16 △61

当期末残高 376 315

純資産合計

前期末残高 6,011 5,957

当期変動額

剰余金の配当 △79 △79

当期純利益又は当期純損失（△） 423 △99

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396 △252

当期変動額合計 △53 △432

当期末残高 5,957 5,524
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(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 1,128 229 

減価償却費 1,008 883 

減損損失 － 8 

長期前払費用償却額 59 39 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36 20 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △19 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234 102 

退職給付信託設定損益（△は益） △176 － 

退職給付信託設定額 320 － 

その他の引当金の増減額（△は減少） 29 △4 

受取利息及び受取配当金 △77 △59 

支払利息 373 312 

持分法による投資損益（△は益） △39 11 

投資有価証券売却損益（△は益） 121 7 

投資有価証券評価損益（△は益） 7 53 

固定資産処分損益（△は益） 93 8 

ゴルフ会員権評価損 4 － 

売上債権の増減額（△は増加） 4,659 4,501 

たな卸資産の増減額（△は増加） △316 80 

仕入債務の増減額（△は減少） △5,152 △5,010 

前払年金費用の増減額（△は増加） △36 42 

その他 783 500 

小計 2,597 1,707 

利息及び配当金の受取額 79 61 

利息の支払額 △454 △304 

法人税等の支払額 △190 △478 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,031 985 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △1,013 △460 

有形固定資産の売却による収入 813 256 

投資有価証券の取得による支出 △54 △13 

投資有価証券の売却による収入 91 7 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△118 △307 

貸付けによる支出 △104 △53 

貸付金の回収による収入 122 62 

その他 △21 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △284 △509 
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(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 

短期借入金の純増減額（△は減少） 204 2,350 

長期借入れによる収入 3,330 2,930 

長期借入金の返済による支出 △6,011 △3,569 

社債の発行による収入 200 － 

社債の償還による支出 △200 － 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

配当金の支払額 △79 △79 

少数株主への配当金の支払額 △8 △3 

その他 － △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,566 1,615 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820 2,090 

現金及び現金同等物の期首残高 4,046 3,226 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 248 

現金及び現金同等物の期末残高 3,226 5,565 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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)

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           ４社 

    連結子会社の名称 

     ナラサキスタックス㈱ 

     ナラサキリース㈱ 

     ナラサキ総合サービス㈱ 

     ナラサキ石油㈱ 

  

  前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた楢崎造船

㈱は、平成20年３月31日に当社が保有する全ての株式の

譲渡を行ったため、連結の範囲から除外しております。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数           ３社 

    連結子会社の名称 

     ナラサキスタックス㈱ 

     ナラサキ石油㈱ 

     九州マリン㈱ 

  

  前連結会計年度において持分法適用の非連結子会社で

ありました九州マリン㈱は、重要性が増したことにより

当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

  前連結会計年度まで連結の範囲に含めていたナラサキ

総合サービス㈱は、当連結会計年度中に解散、清算結了

したため、連結の範囲から除外しております。 

  前連結会計年度まで連結の範囲に含めていたナラサキ

リース㈱は、平成21年３月31日に当社が保有する全ての

株式の譲渡を行なったため、連結の範囲から除外してお

ります。 

  前連結会計年度において持分法適用の非連結子会社で

ありました東京ナラサキレンタル㈱、秋田ナラサキレン

タル㈱及び青森ナラサキレンタル㈱は、重要性が増した

ことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。但し、当該３社については、平成21年３月31日に

当社が保有する全ての株式の譲渡を行なったため、連結

の範囲から除外しております。

 （2）主要な非連結子会社名 

      東京ナラサキレンタル㈱ 

      秋田ナラサキレンタル㈱ 

      青森ナラサキレンタル㈱ 

      九州マリン㈱

 （2）主要な非連結子会社名 

      楢崎通運㈱

   連結の範囲から除外した理由

    非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除外しております。

   連結の範囲から除外した理由

     同左

 

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 ４社

    会社等の名称

    東京ナラサキレンタル㈱

    秋田ナラサキレンタル㈱

    青森ナラサキレンタル㈱

    九州マリン㈱

 

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

──────────
   

    

 (2) 持分法を適用した関連会社数  ３社

    会社等の名称

    東日本タグボート㈱

 (2) 持分法を適用した関連会社数  ３社

   会社等の名称

     同左

    北海道防疫燻蒸㈱

    ケイナラ㈱

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

   楢崎通運㈱

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

     同左

   持分法を適用しない理由

    持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等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、持分法の適用から除外してお

ります。

   持分法を適用しない理由

     同左

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

     同左
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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

    その他有価証券

    ・時価のあるもの

      決算期末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

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

    ・時価のあるもの

      同左

      

    ・時価のないもの

      同左

  ② デリバティブ取引

     時価法

  ② デリバティブ取引

     同左

  ③ たな卸資産

    主として建設機械及び産業機械については個別

法による低価法、標準電機品については移動平均

法による低価法、その他のたな卸資産については

終仕入原価法による低価法によっております。

  ③ たな卸資産

    主として建設機械及び産業機械については個別

法による原価法、標準電機品については移動平均

法による原価法、その他のたな卸資産については

終仕入原価法による原価法によっております。

    なお、貸借対照表価額は、収益性の低下による

簿価切下げの方法によっております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

    有形固定資産

     賃貸用固定資産…………主として定額法

     機械装置及び運搬具

       船舶……………………………定額法

       その他…………………………定率法

     その他の有形固定資産……………主として 

                 定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法によって

おります。

    なお、主な耐用年数は、以下のとおりでありま

す。

賃貸用 
固定資産

２年～48年

建物 ２年～65年

構築物 ２年～50年

 

 (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（リース資産を除く）

     機械装置及び運搬具

       船舶……………………………定額法

       その他…………………………定率法

     その他の有形固定資産……………主として 

                 定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法によって

おります。

    なお、主な耐用年数は、以下のとおりでありま

す。

建物 ５年～65年

構築物 ２年～50年

    無形固定資産…………………………定額法

    ただし、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）…定額法

    ただし、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。

  ③ リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産についてはリース期間を耐用年数と

し、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取

決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額

法を採用しております。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     同左

  ② 賞与引当金

     従業員に対して支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき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 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、当連結会計年度において発生し

ていると認められる額を計上しております。

     なお、会計基準変更時差異(2,184百万円)に

ついては、主として10年による按分額を費用処

理しております。

     数理計算上の差異については、各連結会計年

度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)による按分額を翌連結会計年

度より費用処理しております。

  ③ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度において発生し

ていると認められる額を計上しております。

     なお、会計基準変更時差異(2,097百万円)に

ついては、10年による按分額を費用処理してお

ります。

     数理計算上の差異については、各連結会計年

度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)による按分額を翌連結会計年

度より費用処理しております。

  ④ 役員退職引当金

     当社及び一部の連結子会社の役員について、

役員退職慰労金に関する内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しております。

  ④ 役員退職引当金

     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。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

──────────
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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)

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理によっております。

     なお、金利スワップについて特例処理の要件

を満たす場合は特例処理を採用しております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理によっております。なお、金

利スワップについて特例処理の要件を満たす場

合は特例処理、為替リスクヘッジについて振当

処理の要件を満たす場合は振当処理を採用して

おります。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    ・ヘッジ手段

     デリバティブ取引(為替予約取引及び金利ス

ワップ取引)

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    ・ヘッジ手段

     デリバティブ取引(金利スワップ取引及び為

替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプショ

ン取引)

    ・ヘッジ対象

     相場変動等が評価に反映されていないもの及

びキャッシュ・フローが固定されその変動が回

避されるもの

    ・ヘッジ対象

      借入金の利息、外貨建金銭債権債務等

  ③ ヘッジ方針

     相場変動に晒されている資産、負債等に係る

リスクを回避する目的のみにデリバティブ取引

を利用する方針をとっております。

  ③ ヘッジ方針

     同左

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

     ヘッジ開始時から、有効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

     ただし,特例処理によっている金利スワップ

については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の方法

         ヘッジ開始時から、有効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては有効性の評

価を省略しており、為替リスクヘッジ取引締結

時に、外貨建による同一金額で同一期日の為替

予約等を割り当てた場合は、その後の為替変動

による相関関係は完全に確保されるため、有効

性評価を省略しております。

  ⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係る

もの

     多額の借入金等は、取締役会の専決事項であ

りますので、それにともなう先物為替予約の締

結及び金利スワップ契約の締結等は、同時に取

締役会で決定されることとなります。

     通貨関連及び金利関連のデリバティブ取引の

実行管理は、「社内管理規程」の業務分掌に従

い、財務課に集中しております。

     日常業務におけるデリバティブ取引業務の統

制は、財務課内の相互牽制と経理部長の管理の

もとに行われております。

  ⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係る

もの

          取締役会で定められた社内規程に従い、各社

の経理部門にて実施しております。

 (6) 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。

 (6) 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・負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   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は、５年間で均等償却して

おります。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

   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、要求払い預金及び取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、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

しか負わない短期的な投資からなっております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   同左
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(7)【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)

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)

(固定資産の減価償却方法の変更)

 当社及び連結子会社は、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

形固定資産について、一部の資産を除き、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。

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

 当社及び連結子会社は、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について、

一部の資産を除き、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年間で均等償却しておりま

す。

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。

──────────

 

 

 

────────── (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）を適用し、評価基準については低

価法から原価法（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）に変更しておりま

す。なお、この変更による影響はありません。

(リース取引に関する会計基準等の適用)

 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」(企業会計基準委員会 平成５年６

月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第

13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終

改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号)を適用し、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。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価

保証の取決めがある場合は、当該残価保証額)とする

定額法を採用しております。これによる影響額は軽微

であります。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。
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(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)

────────── (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及

び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ633百万円、46百万円であります。
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(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

項目
機械・設備 
関連事業 
(百万円)

資材・燃料
関連事業 
(百万円)

海運関連
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

36,844 61,370 18,701 116,915 ─ 116,915

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

530 105 38 674 ( 674 ) ─

計 37,374 61,476 18,740 117,590 ( 674 ) 116,915

営業費用 35,242 60,703 18,560 114,505 1,051 115,556

営業利益 2,132 773 180 3,085 ( 1,726) 1,358

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 14,093 12,109 11,560 37,762 9,548 47,310

減価償却費 575 92 339 1,007 1 1,008

資本的支出 532 137 78 747 2 749
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(注) １ 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1) 機械・設備関連事業 

(電気機械・設備) モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

(産業機械・設備) 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

(建設機械・設備) 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

(その他)     食品類、不動産の賃貸 

(2) 資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3) 海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

３ 前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,748百万

円であり、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,699百万

円であり、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,489百万円であり、そ

の主なものは、親会社本社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係

る資産等であります。 

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,614百万円であり、そ

の主なものは、親会社本社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係

る資産等であります。 

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)

項目
機械・設備 
関連事業 
(百万円)

資材・燃料
関連事業 
(百万円)

海運関連
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

29,816 53,390 18,294 101,501 ─ 101,501

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

207 589 17 814 ( 814 ) ─

計 30,023 53,980 18,311 102,315 ( 814 ) 101,501

営業費用 28,490 53,352 18,003 99,847 874 100,721

営業利益 1,533 627 307 2,468 ( 1,688) 779

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 9,399 9,466 10,934 29,800 11,781 41,581

減価償却費 453 86 322 862 21 883

資本的支出 298 10 371 680 △3 677
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(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 209.86円 １株当たり純資産額 195.96円

１株当たり当期純利益 15.94円 １株当たり当期純損失(△) △3.75円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純利損失であり、また潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

算定上の基礎

 １ １株当たり純資産額

  純資産の部の合計額 5,957百万円

 純資産の部から控除する金額 376百万円

 普通株式に係る期末の 

 純資産額
5,580百万円

 期末の普通株式の数 26,592,410株

 ２ １株当たり当期純利益
 

算定上の基礎

 １ １株当たり純資産額

  純資産の部の合計額 5,524百万円

 純資産の部から控除する金額 315百万円

 普通株式に係る期末の 

 純資産額
5,209百万円

 期末の普通株式の数 26,586,297株

 ２ １株当たり当期純損失(△)

 連結損益計算書上の当期純利益 423百万円 連結損益計算書上の当期純損失(△) △99百万円

 普通株式に係る当期純利益 423百万円  普通株式に係る当期純損失(△) △99百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。   該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数       26,594,351株  普通株式の期中平均株式数 26,588,578株
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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 1,900 4,524 

受取手形 6,094 5,683 

売掛金 14,688 10,782 

商品及び製品 376 407 

前渡金 760 985 

前払費用 89 97 

繰延税金資産 176 293 

短期貸付金 8 7 

関係会社短期貸付金 126 － 

未収入金 218 626 

その他 136 15 

貸倒引当金 △246 △217 

流動資産合計 24,328 23,206 

固定資産 

有形固定資産 

建物 811 804 

減価償却累計額 △378 △395 

建物（純額） 432 409 

構築物 563 531 

減価償却累計額 △407 △395 

構築物（純額） 156 136 

機械及び装置 130 131 

減価償却累計額 △83 △98 

機械及び装置（純額） 46 32 

車両運搬具 30 21 

減価償却累計額 △23 △18 

車両運搬具（純額） 6 3 

工具、器具及び備品 59 60 

減価償却累計額 △48 △50 

工具、器具及び備品（純額） 11 9 

土地 3,161 3,161 

有形固定資産合計 3,815 3,753 

無形固定資産 

電話加入権 16 16 

ソフトウエア 13 10 

リース資産 － 3 

無形固定資産合計 30 30 
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(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 941 725 

関係会社株式 722 564 

出資金 1 1 

長期貸付金 663 － 

従業員に対する長期貸付金 0 1 

破産更生債権等 600 707 

長期前払費用 8 2 

差入保証金 603 579 

繰延税金資産 689 440 

前払年金費用 813 771 

その他 163 157 

貸倒引当金 △1,239 △640 

投資その他の資産合計 3,968 3,311 

固定資産合計 7,814 7,095 

資産合計 32,143 30,301 

負債の部 

流動負債 

支払手形 6,865 5,732 

買掛金 12,635 9,425 

短期借入金 1,100 3,430 

1年内返済予定の長期借入金 2,030 2,263 

リース債務 － 0 

未払金 59 77 

未払費用 112 153 

未払法人税等 239 24 

未払消費税等 50 3 

前受金 528 958 

預り金 35 36 

前受収益 8 2 

賞与引当金 187 173 

その他 4 3 

流動負債合計 23,858 22,282 

固定負債 

長期借入金 3,566 3,289 

リース債務 － 2 

退職給付引当金 120 124 

役員退職慰労引当金 136 127 

その他 323 313 

固定負債 4,146 3,857 

負債合計 28,004 26,140 
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(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 2,354 2,354 

資本剰余金 

資本準備金 619 619 

その他資本剰余金 668 668 

資本剰余金合計 1,288 1,288 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 404 586 

利益剰余金合計 404 586 

自己株式 △6 △7 

株主資本合計 4,040 4,222 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 97 △61 

繰延ヘッジ損益 0 0 

評価・換算差額等合計 97 △61 

純資産合計 4,138 4,161 

負債純資産合計 32,143 30,301 
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(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 92,120 78,753 

売上原価 

商品期首たな卸高 618 376 

当期商品仕入高 86,043 73,407 

合計 86,661 73,784 

商品期末たな卸高 376 407 

売上原価合計 86,284 73,376 

売上総利益 5,836 5,376 

販売費及び一般管理費 

旅費及び交通費 346 338 

通信費 68 60 

広告宣伝費 37 35 

交際費 55 50 

貸倒引当金繰入額 100 107 

役員報酬 138 160 

従業員給料及び手当 1,841 1,809 

従業員賞与 416 419 

賞与引当金繰入額 187 173 

退職金 16 9 

退職給付費用 356 421 

役員退職慰労引当金繰入額 39 36 

福利厚生費 451 455 

賃借料 314 303 

事務用消耗品費 48 48 

水道光熱費 80 79 

租税公課 60 52 

減価償却費 20 18 

その他 272 280 

販売費及び一般管理費合計 4,852 4,858 

営業利益 983 518 

営業外収益 

受取利息 40 31 

受取配当金 77 45 

受取賃貸料 109 107 

その他 23 21 

営業外収益合計 252 205 
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(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) 

営業外費用 

支払利息 229 166 

手形売却損 46 32 

その他 78 91 

営業外費用合計 354 291 

経常利益 880 432 

特別利益 

固定資産売却益 0 － 

投資有価証券売却益 － 0 

関係会社株式売却益 － 85 

受取補償金 － 18 

退職給付信託設定益 176 － 

その他 4 － 

特別利益合計 180 104 

特別損失 

固定資産処分損 26 6 

投資有価証券売却損 121 7 

投資有価証券評価損 － 44 

関係会社株式売却損 75 － 

損害賠償金 － 24 

貸倒引当金繰入額 17 － 

その他 11 12 

特別損失合計 252 95 

税引前当期純利益 809 441 

法人税、住民税及び事業税 230 18 

法人税等調整額 354 161 

法人税等合計 585 179 

当期純利益 224 262 
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(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 2,354 2,354 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,354 2,354 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 619 619 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 619 619 

その他資本剰余金 

前期末残高 668 668 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 668 668 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,288 1,288 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,288 1,288 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 260 404 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益 224 262 

当期変動額合計 144 182 

当期末残高 404 586 

利益剰余金合計 

前期末残高 260 404 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益 224 262 

当期変動額合計 144 182 

当期末残高 404 586 

自己株式 

前期末残高 △5 △6 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △6 △7 
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(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) 

株主資本合計 

前期末残高 3,897 4,040 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益 224 262 

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 143 181 

当期末残高 4,040 4,222 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 402 97 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △158 

当期変動額合計 △304 △158 

当期末残高 97 △61 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0 

当期変動額合計 0 △0 

当期末残高 0 0 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 402 97 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △158 

当期変動額合計 △304 △158 

当期末残高 97 △61 

純資産合計 

前期末残高 4,299 4,138 

当期変動額 

剰余金の配当 △79 △79 

当期純利益 224 262 

自己株式の取得 △1 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △158 

当期変動額合計 △161 22 

当期末残高 4,138 4,161 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(1)代表者の異動 

  該当事項はありません。 

(2)その他の役員の異動（平成21年6月26日付予定） 

 
  

 
  

 
  

 

 
  

  

6. その他

役員の異動

 ①新任取締役候補

 うえの  なおき

取締役兼常務執行役員 
北海道支社長

上野 直記 （現 常務執行役員 北海道支社長）

 まゆみ   きくのり

取締役兼常務執行役員 
機械本部長

真弓 喜久則 （現 常務執行役員 機械本部長）

 ②退任予定取締役

 さくらい かずお

取締役兼専務執行役員 桜井 一夫

 ③新任監査役候補

かわざと きよし

常勤監査役 河里 清史 （現 常務執行役員 社長補佐）

 ④退任予定監査役

とみかわ やすお

常勤監査役 富川 靖雄
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