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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

22年3月期 99,201 △17.0 3,745 △42.3 3,665 △43.3 1,607 △53.3

21年3月期 119,506 △11.1 6,489 △28.8 6,463 △30.8 3,443 △34.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 48.75 ― 2.2 4.2 3.8
21年3月期 104.39 ― 4.8 7.5 5.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 88,687 73,554 82.9 2,230.15
21年3月期 85,342 72,403 84.8 2,195.14

（参考） 自己資本   22年3月期  73,554百万円 21年3月期  72,403百万円

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

22年3月期 7,132 △1,665 △629 17,812
21年3月期 4,975 △3,782 △1,251 12,975

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 17.50 ― 9.00 26.50 874 25.4 1.2
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 659 41.0 0.9

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.50 20.50 25.0

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

52,000 13.7 1,950 54.5 1,900 51.3 1,000 84.7 30.32

通期 110,000 10.9 5,200 38.8 5,100 39.1 2,700 67.9 81.86
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 33,004,372株 21年3月期 33,004,372株

② 期末自己株式数 22年3月期  22,406株 21年3月期  20,745株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている事業見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確
実性を含んでおります。 
 よって、実際の業績は様々な要因により記述されている業績予想とは大きく異なる可能性もあります。 
実際の業績予想に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、６ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析④次事業年
度の見通し」をご覧ください。 
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１．経 営 成 績 

（１）経営成績に関する分析 

①当事業年度の経営成績 

 金額 前事業年度増減率 

売 上 高 99,201 百万円 △17.0％ 

営 業 利 益 3,745 百万円 △42.3％ 

経 常 利 益 3,665 百万円 △43.3％ 

当期純利益 1,607 百万円 △53.3％ 

当事業年度におけるわが国経済は、金融危機による景気後退の中、各国政府による

緊急経済対策や金融緩和策等による外需の高まりに牽引され、輸出主導の回復基調で

推移しましたが、デフレや先行き不透明な雇用情勢等による内需低迷の影響により、

回復力の乏しい状態で推移しました。 

国内製造業を中心としたモノづくり現場においては、海外需要の回復に伴う輸出の

増加や政府のいわゆるエコ政策による需要の喚起等により、一部に持ち直しの動きが

みられたものの、生産稼働率の水準は低く、設備投資や個人消費の大幅な改善には至

らず、企業収益や雇用環境は依然として厳しい状況のまま推移しました。 

このような環境下で当社は、少量多品種・多頻度の商品ニーズに的確にお応えする

ため、取扱商品の拡充、戦略的な在庫アイテムの増強、自動受注システムの活用を広

める等、お客様の利便性を高める営業活動を展開しました。 

その結果、当事業年度の全体の売上高は 992 億１百万円（前事業年度比 17.0％減）

となりました。 

利益面につきましては、販売店様に自動受注システムの利用に応じて、通常より更

に上乗せしたリベートを還元する販売キャンペーンを実施した影響や滞留商品の商

品評価減の影響により売上総利益率が 20.9％と前事業年度に比べ 0.2％低下し、売上

総利益は 44 億 68 百万円減の 207 億 82 百万円（前事業年度比 17.7％減）となりまし

た。 

一方、販売費及び一般管理費は、当事業年度に緊急対策として取り組んだ 

「ＴＲＵＳＣＯ ＲＥＳＥＴ ＰＬＡＮ」（トラスコ リセットプラン）の経費削減

策の実行により、170 億 36 百万円（前事業年度比 9.2％減）となりました。主な要因

は、時間外労働時間の短縮に伴う人件費等の削減によるものです。 

以上の結果により、営業利益は 37 億 45 百万円（前事業年度比 42.3％減）、経常利

益は 36 億 65 百万円（前事業年度比 43.3％減）となり、当期純利益は、16 億７百万

円（前事業年度比 53.3％減）となりました。 
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②ルート別売上高の状況 

１）ファクトリールート（製造業向け卸売） 

国内製造業における生産活動がアジア向け輸出を中心に回復傾向で推移する

中で、当社に優位性のある少量多品種・多頻度の商品ニーズに確実にお応えする

ため、在庫アイテムの拡充や電子商取引システムの浸透等に取り組みました。し

かし、デフレや長引く雇用情勢の悪化を背景に景気低迷が続いたことから、売上

高は前事業年度に比べ 19.4％の減収となりました。 

２）ワーカーズルート（建設関連業等向け卸売） 

取扱商品の拡充による豊富な品揃えや物流体制の強化及び地域密着型の営業

展開を実施しましたが、民間企業の建設投資が減少する市場環境の影響により、

売上高は前事業年度に比べ 7.2％の減収となりました。 

３）ＨＣルート（ホームセンター向け販売） 

ワーカーズルート同様に、建設投資が減少する市場環境の中で、下半期におい

ては、回復傾向がみられたものの、以前に実施した選択と集中政策及び取引条件

の見直しによる一部のホームセンター様との取引縮小等の影響により、売上高は

前事業年度に比べ 11.3％の減収となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
 分

事業年度 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
自 平 成 20 年 ４ 月 １ 日 自 平 成 21 年 ４ 月 １ 日

増減率
至 平 成 21 年 ３ 月 31 日 至 平 成 22 年 ３ 月 31 日

　ルート別
金 額 構成比 金 額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

74.5 △19.4

△11.3

16,058  

11,770  9.9 10,443  

13.4 14,897  15.0 △ 7.2

△17.0合 計 119,506 100.0 99,201  

ファクトリールート

ワ ー カー ズ ル ート

Ｈ Ｃ ル ー ト

100.0

10.5

91,677  76.7 73,860  
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③商品分類別売上高の状況 

（注）当事業年度における売上高の大きい順に表示しています。 

１）作業用品（増減率 △ 8.2％） 

国内製造業全般における生産稼働率は回復傾向にあるものの、上半期における

製造業各社の大幅な生産調整に伴う生産稼働率の低迷により、売上高は前事業年

度を下回りました。 

２）ハンドツール（増減率 △16.2％） 

国内製造業及び建設・建築関連等の幅広い業種において、景気悪化に伴う需要

減少による影響により、売上高は前事業年度を下回りました。 

３）環境安全用品（増減率 △11.8％） 

環境安全に対する需要に高まりがみられるものの、設備投資に対する抑制傾向

が続く市場環境の影響により、売上高は前事業年度を下回りました。 

４）物流保管用品（増減率 △28.1％） 

企業収益の減少と先行き不透明感がぬぐえない影響により、設備投資に対する

慎重な姿勢が強まり、売上高は前事業年度を大きく下回りました。 

５）工事用品（増減率 △15.2％） 

民間企業の建設投資の減少による建設・建築関連商品の需要減少の影響により、

売上高は前事業年度を下回りました。 

６）生産加工用品（増減率 △20.0％） 

設備過剰感はやや弱まっているものの、工作機械の受注低迷による周辺機器の

需要減少の影響により、売上高は前事業年度を下回りました。 

区
 分

100.0

20,846 21.0

8,497

7.6

12.1

17,237 17.4

12,909 13.0

工 事 用 品

20,566   

△15.2
生 産 加 工 用 品 8.6

10,262 10.3

13.9 △28.111,980

商品分類別

合 計 119,506  100.0

そ の 他

オ フ ィ ス 住 設 用 品 9,424    
切 削 工 具 5,949    5.0

1,453   1.2

7,545

△17.0

△19.9

△11.1

4,547

1,292 1.3

99,201

研 究 管 理 用 品 5,379    4.5 △24.14,082 4.1

物 流 保 管 用 品

作 業 用 品 22,703   

環 境 安 全 用 品 14,641   

ハ ン ド ツ ー ル

16,659   

△23.64.6

△20.0

12,107   10.1

7.9

％ ％

10,621   8.9

12.3

△ 8.2

△11.8

19.0

17.2 △16.2

増減率至 平 成 22 年 ３ 月 31 日至 平 成 21 年 ３ 月 31 日

金 額 構成比金 額

百万円

事業年度 当 事 業 年 度前 事 業 年 度

構成比

自 平 成 21 年 ４ 月 １ 日自 平 成 20 年 ４ 月 １ 日

％百万円
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７）オフィス住設用品（増減率 △19.9％） 

設備投資に対する慎重な姿勢が続いた影響により、事務用家具を中心に需要が

減少し、売上高は前事業年度を下回りました。 

８）切削工具（増減率 △23.6％） 

自動車を中心とした需要の落ち込みは回復傾向にあるものの、金属加工業の生

産稼働率の低迷により、売上高は前事業年度を下回りました。 

９）研究管理用品（増減率 △24.1％） 

研究開発に対するニーズは引き続き高水準にあるものの、設備投資に対する抑

制傾向が続く市場環境の影響により、売上高は前事業年度を下回りました。 

10）その他（増減率 △11.1％） 

商品分類に属さない「その他」のカテゴリーでは、上半期における生産稼働率

の低迷により、売上高は前事業年度を下回りました。 

【参考】ブロック別売上高の状況 

 区
 分

11.0
16.7
6.9
16.3

事業年度 当 事 業 年 度前 事 業 年 度

ブロック別 金 額 構成比金 額

増減率至 平 成 22 年 ３ 月 31 日至 平 成 21 年 ３ 月 31 日

構成比

自 平 成 21 年 ４ 月 １ 日自 平 成 20 年 ４ 月 １ 日

％

北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク 10,048  8.4 △ 7.7
百万円

9,271 9.4

南 関 東 ブ ロ ッ ク

％

北 関 東 ブ ロ ッ ク 13,331  11.2

百万円 ％

首 都 圏 ブ ロ ッ ク 19,013  15.9
△18.2
△12.8

△24.7
8,565   7.2 △20.6

10,903
16,581
6,803
16,159

△18.0
△17.7

19.9
9,86210.0

19,480 19.6
9.9

△11.89,431
706 6.5

9.5
0.7

中 部 ブ ロ ッ ク 21,447  17.9

九 州 ブ ロ ッ ク

関 西 ブ ロ ッ ク 23,760  
中国・四国ブロック 11,981  

そ の 他 663    0.6
10,693  8.9

99,201 △17.0合 計 119,506 100.0 100.0
  （注）当事業年度に一部販売店様の所管ブロックを変更したため、前事業年度実績も 

同様に変更して、表示しています。 
④次事業年度の見通し 

次事業年度における当社の事業環境は、世界的な景気後退が一段落し、アジアを中

心とした新興国における景気回復に牽引され、輸出型企業を中心に生産稼働率の上昇

傾向が続くものと思われます。しかし、企業は中期的な需要動向に対して慎重な姿勢

を崩していないため、設備投資の本格回復までには時間がかかる可能性が高く、また、

雇用情勢に改善の兆しがみえず、引き続き個人消費の低迷が続くことが予想されます。

このため、国内製造業を中心とした景気は、回復基調を維持しながら、下振れ懸念が

残る状況で推移すると思われます。このような環境下において当社は、強固な財務基

盤を背景に、中長期的な経営戦略に基づく施策を大きく方向転換することなく取り組

んでまいります。 

平成 22 年４月１日よりセグメント情報の開示等に対応した体制とするための組織

変更を行いました。営業本部に設置していた東日本営業部及び西日本営業部を廃止し、
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新たにファクトリー営業部及びホームセンター営業部を設置することで、顧客特性に

合わせた営業展開を推進してまいります。 

今後もモノづくり現場におけるユーザーニーズに的確にお応えすることで、売上高

の確保を目指すとともに、引き続きコスト削減に取り組むことで、利益率の向上を図

ってまいります。 

  次事業年度の業績につきましては、売上高 1,100 億円、営業利益 52 億円、経常利

益 51 億円、当期純利益 27 億円を予想しています。 

（注）平成 22 年４月１日付で実施した組織変更に伴い、当事業年度のセグメント別

の数値につきましては、ワーカーズルートをファクトリールートに含めて表示

しています。 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

・総資産      88,687 百万円（前事業年度比 3.9％増） 

・自己資本     73,554 百万円（前事業年度比 1.6％増） 

・自己資本比率   82.9％（前事業年度比 1.9％減） 

当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて 33 億 45 百万円増加の 886 億 87 百

万円となりました。自己資本比率は 82.9％となり、前事業年度末に比べ 1.9％減とな

りました。 

次事業年度の見通しについては、売上債権、商品及び有形固定資産の増加により総

資産は増加するものと判断しています。 

②キャッシュ・フローの分析 

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、71 億 32 百万円の収入となりました。主な

要因は、税引前当期純利益 32 億 20 百万円、減価償却費 24 億 98 百万円、物流センタ

ー在庫の見直し策による商品の減少 26 億４百万円、仕入債務の増加 16 億 60 百万円

の収入増加要因に対し、支払増加要因の売上債権の増加 23 億 44 百万円、法人税等の

支払が 13 億３百万円に留まったことによるものです。 

 

  区

  分

10,443  11,000  

11.5

5.3

90.0

10.0

89.5

10.5

％

金 額 構成比

99,000  

％

事業年度 次 事 業 年 度当 事 業 年 度

金 額

自 平 成 22 年 ４ 月 １ 日自 平 成 21 年 ４ 月 １ 日

構成比

百万円

 セグメント別

百万円 ％

増減率
至 平 成 23 年 ３ 月 31 日至 平 成 22 年 ３ 月 31 日

ファクトリールート

ホームセンタールート

合　　　　 　計

88,758  

99,201  110,000 100.0 10.9100.0
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（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

当事業年度の投資活動は、物流センター及び事業所の用地取得並びに社屋建設にお

ける有形固定資産の支出 28 億 86 百万円に対し、遊休不動産の売却８億 11 百万円、

定期預金の満期受入５億 10 百万円が主な要因となり、結果として 16 億 65 百万円の

支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

前事業年度の利益配当と当事業年度の中間配当金の支払６億 27 百万円が主な要因

となり、財務活動によるキャッシュ・フローは６億 29 百万円の支出となりました。 

以上の結果、当事業年度の現金及び現金同等物期末残高は前事業年度に比べ 48 億

37 百万円増の 178 億 12 百万円となりました。 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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 

平成22年

３月期 

自己資本比率（％） 77.2 78.5 79.9 84.8 82.9 

時価ベースの自己資本比率（％）  108.7  92.4 57.5  45.3  55.0 

（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  

※時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数にて算出しています。 

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは有利子負債がないため記

載していません。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・次事業年度の配当 

当社は、株主利益の最大化を重要な政策と位置づけ、将来の事業計画、業績及び財

務状況等総合的な判断により内部留保及び利益配分を決定しています。内部留保につ

きましては、地域に密着した物流センター及び営業拠点の確立、情報システム投資等

企業価値の最大化と将来の経営効率を高めるための事業基盤強化の原資に充当する

ことを目的としています。利益配分につきましては、株主様に対する利益還元の充実

と剰余金処分の公明性を持たせるため、安定配当としての下限を設けたうえで、一定

の基準を超えた利益が計上された場合、以下のとおり業績に連動した配当を行うこと

としています。 

【配当金計算基準】 

 １株当たり当期（四半期）純利益        年間（中間）配当金 

80（40）円を上回る場合   １株当たり当期（四半期）純利益×25％ 

80（40）円を下回る場合              20（10）円 

          （注）１．（ ）内は第２四半期累計期間の計算基準です。 

               ２．計算上の銭単位端数については 50 銭刻みで繰上げます。 

        １～49 銭→50 銭、51～99 銭→１円 

当事業年度の配当金につきましては、１株当たり当期純利益が48円75銭となったた

め、上記配当金計算基準により、年間配当金が20円となりました。中間配当金10円を

既に実施していますので、期末配当金は10円と決定し、５月24日を支払開始日としま

した。 
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なお、厳しい事業環境は継続すると予想しており、次事業年度の１株当たり当期純

利益を81円86銭と予想しています。従いまして、配当金につきましては、配当金計算

基準により年間20円50銭を予定しています。 

今後とも株主の皆様のご期待に添うよう株主還元に努めてまいります。 

【参考】 

１株当たり年間配当金と１株当たり当期純利益

35.00 40.00 26.50 20.00 20.50

159.59

81.86

140.01

48.75

104.39

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

第４４期 第４５期 第４６期 第４７期 第４８期（予想）

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

１株当たり年間配当金 １株当たり当期純利益

（４）事業等のリスク 

①事業環境及び競合について 

当社は、オリジナル総合カタログ「オレンジブック」を媒体に市場での認知度を高

め、豊富な在庫アイテムを有する物流センター、商品在庫を保有する事業所を全国に

分散配備し、即納を可能とすることで市場での優位性を確保しています。今後、国内

製造業の事業活動において、予期せぬ景気変動、操業休止、減産等や当社の優位性を

上回るような競合企業の出現等の事業環境の変化により、当社の経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

②システム障害の発生について 

当社は、事業分野全般において、高度なＩＴに依存しており、予期せぬシステムダ

ウンやプログラムエラー、コンピューター・ウイルスによる障害が生じた場合、当社

システム連携業務の停止・使用不能や情報の流出等、大きな信用失墜及び機会損失に

つながり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③プライベート・ブランド商品の品質について 

当社のプライベート・ブランド商品は、国内外の有力メーカーを中心にＯＥＭ

 

１株当たり 

年間配当金（円） 

 

１株当たり 

当期純利益（円）
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（Original Equipment Manufacturing）による委託生産を行っています。新商品開発

及び販売を行う場合、予期せぬ不具合商品の発生によりプライベート・ブランド商品

の安心・安全・信頼が害され信用を失うこととなり、その結果、当社の経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④自然災害の発生について 

大規模な地震やその他の自然災害が発生した場合、本社機能をはじめ、物流センタ

ー及び事業所の活動の中断や停止により、商品の販売に支障を来し、当社の経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成21年６月15日提出）における「事業系統図（事業の内容）」

から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「がんばれ！！日本のモノづくり」を企業メッセージとして掲げ、国内の

製造業や建設・建築現場等の幅広いモノづくり現場で必要とされる工具、作業用品、

作業用消耗品、機器類等からなる“ＰＲＯ ＴＯＯＬ”を取り扱う卸売業として、付加 

価値の高いサービスを提供し続けることを経営の基本方針としています。 

日本のモノづくり現場では、多様化する生産活動における効率性重視の観点から、

「必要な時に」「必要なモノを」「必要なだけ」のユーザーニーズをかかえています。

当社は、このビジネスフィールドにおける需要に的確にお応えするため、付加価値の

高い物流システム及び情報システムを構築し、販売店様、仕入先様とともに“プロツ

ールカンパニー”としてモノづくり現場に貢献できる企業を目指し存在価値の向上に

努めています。 

また、日本のモノづくりを下支えする事業を通して社会的貢献を果たすとともに、

法令遵守、地球環境への配慮、品質管理の向上等を実践し、幅広いステークホルダー

の皆様に支持される企業価値の創出を目指してまいります。 

（２）目標とする経営指標 

当社は、中期的な業績見込みにおける売上高、プライベート・ブランド商品売上高

及び経常利益を経営における重要な指標と位置づけています。いずれの指標につきま

しても、在庫出荷率、自動受注率、誤配率、プライベート・ブランド商品のクレーム

発生率等を可視化し、顧客満足度の向上を目指すことが、業績の拡大につながり、こ

れらの経営指標の目標を達成できるものと考えています。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、強固な財務基盤を背景に、景気に左右されることのない中長期的な経営戦

略に基づいた各種施策を実施してまいります。雇用を守り、株主の皆様の利益を重視

しながら、積極的な事業展開を推進し、企業価値の向上を目指します。 

国内のモノづくり現場では、生産活動の多様化と効率性重視の流れが続いているた

め、そこで使用される“ＰＲＯ ＴＯＯＬ”の需要は少量多品種・多頻度化し、モノづ
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くり現場における利便性向上が重要視されています。当社は、このニーズをビジネス

ターゲットとして、的確にお応えできるビジネスモデルの構築を重要な経営戦略と位

置づけています。中長期的な戦略は以下のとおりです。 

①物流の強化 

物流センターによる直接配送エリアの拡大と市場特性にあわせた在庫アイテムの

増強により即納性の向上を図ります。また、平成 22 年１月にファクトリールート及

びワーカーズルート向け物流センターをエリア別に３つにグループ化し、それぞれの

グループの中心を担う物流センターであるコアセンターで豊富な在庫アイテムを保

有することにより、同一グループ内での在庫共有が可能になりました。これにより、

各物流センターの在庫適正化とお客様への即納体制を強化するとともに、在庫アイテ

ムの効率的な拡充を図ってまいります。 

当事業年度末現在における物流拠点数は、ファクトリールート及びワーカーズルー

ト向け12ヶ所並びにホームセンタールート向け３ヶ所の計15拠点となりました。 

当事業年度における物流センターの移転は、次のとおりです。 

区分 名  称 

プラネット東京 
移転 

プラネット東北 

②商品検索機能の強化 

当社オリジナル総合カタログ「オレンジブック」は、モノづくり現場における商品

検索の際に、幅広いお客様にご利用いただいています。また、インターネットによる

商品検索サイト「オレンジブック．Ｃｏｍ」を平成 22 年１月にフリーサイトとして

一般公開しました。今後、更に仕入先様を増やし、掲載商品を拡充する等情報提供の

充実により、お客様の満足度を高め、“ＰＲＯ ＴＯＯＬ”の検索サイトＮＯ．１を目

指してまいります。 

③プライベート・ブランド商品の売上拡大 

比較的利益率の高いプライベート・ブランド商品の売上拡大により、安定した収益

基盤の強化を図ってまいります。“ＰＲＯ ＴＯＯＬ”を中心に、市場ニーズに合った

高付加価値商品の販売を目指し、商品開発を進めてまいります。 

④ｅビジネスの推進 

大手製造業を中心に工場用副資材の電子調達が増加しており、既存のお客様へのｅ

ビジネスの推進活動や電子調達に積極的な新規のお客様との取引を増やすことによ

り、販売ルートの拡大を図ってまいります。 

⑤営業拠点の拡充及び整備 

基本方針として、既存の営業エリアを分割することによる営業拠点の拡充と在庫機

能を持った事業所展開を進め、販売店様への情報提供力の強化と即納性の向上による

物流サービスの強化に努めます。また、既存営業拠点の見直しも行い、移転及び統合

による営業支援体制の効率化を図ります。 

当事業年度末現在の拠点数は88ヶ所であり、そのうち、在庫機能を持った拠点数は

37ヶ所となりました。 

今後は地域に密着した営業拠点の拡充を図るとともに、お客様のニーズに的確かつ
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効率的に対応するため、営業拠点の見直しによる整備を実施してまいります。 

当事業年度及び次事業年度における営業拠点の移転及び統合は、次のとおりです。 

区分 名  称 

仙台支店 宇都宮営業所 

新潟北営業所 越谷営業所 

足立営業所 川崎支店 

豊橋営業所 春日井営業所 

名城営業所 京都支店 

福知山営業所 北大阪営業所 

移転 

尼崎営業所 福山営業所 

帯広オフィス（札幌営業所に統合） 弘前オフィス（八戸営業所に統合） 

奈良営業所（東大阪支店に統合） 鳥取オフィス（米子営業所に統合） 

当
事
業
年
度 

統合 

佐世保オフィス（長崎営業所に統合）  

移転 姫路支店※  

越谷営業所（松戸営業所に統合） 足立営業所（東京支店に統合） 

春日井営業所（小牧営業所に統合） 尼崎営業所（神戸営業所に統合） 

次
事
業
年
度 

統合 

知多営業所（刈谷営業所に統合）※  

※本資料の発表日現在の予定です。 

（４）会社の対処すべき課題 

①新しい販売ルートの拡大 

当社の主力販売ルートは機械工具商が中心ですが、更に販売ルートを拡大するため、

製造業や非製造業向けにカタログやインターネット等のメディアを媒体とした販売

を主体とする企業に対する取組みや新規取引先の開拓を強化します。 

②物流システムの高度化 

商品アイテムを積極的に拡充していく中で、過剰在庫の抑制と欠品の防止を目的に、

在庫管理システムを導入しています。このシステムにより在庫の適正化と機会損失の

防止を図り、更なる物流機能の強化を目指します。 

③取扱商品の拡充による情報提供の充実 

  当社の取扱商品である工場用副資材の商品アイテムは膨大であり、市場では少量多

品種・多頻度の商品ニーズがあります。当社は積極的に取扱商品アイテムを拡充する

ことにより、カタログ等の商品検索ツールにおいて提供可能となる商品情報を増やし、

お客様の利便性向上や商品調達コストの軽減に努めてまいります。 

④プライベート・ブランド商品のブランド力向上 

  機能性及び品質の向上並びに市場ニーズを捉えたオリジナリティ溢れる商品開発

による商品アイテムの拡充や積極的な販売活動と知名度向上への取組みにより、市場

認知度の高い商品ブランドに成長させていきます。 

（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

第46期
(平成21年３月31日)

第47期
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,485 17,812

売掛金 12,783 15,117

商品 18,830 16,225

前払費用 177 220

繰延税金資産 685 710

未収収益 6 5

短期貸付金 3 1

その他 232 55

貸倒引当金 △1 △5

流動資産合計 46,204 50,144

固定資産

有形固定資産

建物 23,993 25,985

減価償却累計額 △8,945 △9,211

建物（純額） 15,047 16,773

構築物 1,182 1,320

減価償却累計額 △572 △674

構築物（純額） 610 645

機械及び装置 291 268

減価償却累計額 △91 △118

機械及び装置（純額） 200 150

車両運搬具 902 881

減価償却累計額 △780 △804

車両運搬具（純額） 122 76

工具、器具及び備品 3,100 3,006

減価償却累計額 △2,156 △2,291

工具、器具及び備品（純額） 943 714

土地 ※ 16,510 ※ 16,351

建設仮勘定 1,107 53

有形固定資産合計 34,543 34,765

無形固定資産

商標権 1 1

ソフトウエア 2,674 1,857

ソフトウエア仮勘定 26 －

施設利用権 10 17

無形固定資産合計 2,712 1,875
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(単位：百万円)

第46期
(平成21年３月31日)

第47期
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 887 986

関係会社株式 98 98

出資金 26 26

従業員に対する長期貸付金 2 1

破産更生債権等 4 11

長期前払費用 28 27

繰延税金資産 188 341

再評価に係る繰延税金資産 303 127

差入保証金 317 262

その他 60 60

貸倒引当金 △33 △41

投資その他の資産合計 1,882 1,901

固定資産合計 39,138 38,542

資産合計 85,342 88,687

負債の部

流動負債

買掛金 8,179 9,840

未払金 1,556 1,436

未払費用 134 134

未払法人税等 819 1,111

未払消費税等 － 267

預り金 27 28

賞与引当金 773 761

その他 10 20

流動負債合計 11,500 13,599

固定負債

長期預り保証金 1,271 1,366

役員退職慰労引当金 166 166

固定負債合計 1,437 1,532

負債合計 12,938 15,132
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(単位：百万円)

第46期
(平成21年３月31日)

第47期
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,022 5,022

資本剰余金

資本準備金 4,709 4,709

資本剰余金合計 4,709 4,709

利益剰余金

利益準備金 1,255 1,255

その他利益剰余金

配当平均積立金 4,210 4,210

買換資産圧縮積立金 82 116

別途積立金 53,010 56,510

繰越利益剰余金 5,639 2,777

利益剰余金合計 64,197 64,869

自己株式 △40 △42

株主資本合計 73,889 74,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 111

土地再評価差額金 △1,497 △1,116

評価・換算差額等合計 △1,486 △1,004

純資産合計 72,403 73,554

負債純資産合計 85,342 88,687
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

売上高 119,506 99,201

売上原価

商品期首たな卸高 16,778 18,830

当期商品仕入高 96,307 75,814

合計 113,086 94,645

商品期末たな卸高 18,830 16,225

売上原価合計 94,256 78,419

売上総利益 25,250 20,782

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 2,429 2,260

販売促進費 137 116

役員報酬 251 230

給料及び賞与 7,079 6,592

賞与引当金繰入額 773 761

福利厚生費 1,246 1,117

通信費 378 357

減価償却費 2,588 2,444

借地借家料 521 467

支払手数料 1,169 913

その他 2,184 1,774

販売費及び一般管理費合計 18,761 17,036

営業利益 6,489 3,745

営業外収益

受取利息 7 5

有価証券利息 15 11

受取配当金 16 10

仕入割引 1,137 825

不動産賃貸料 105 164

その他 62 55

営業外収益合計 1,344 1,073

営業外費用

売上割引 1,321 1,014

賃貸収入原価 22 55

その他 26 83

営業外費用合計 1,370 1,153

経常利益 6,463 3,665
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(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※1 4 ※1 150

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 4 151

特別損失

商品評価損 ※2 84 －

固定資産除却損 ※3 18 ※3 72

固定資産売却損 ※4 3 ※4 139

減損損失 ※5 152 ※5 315

投資有価証券評価損 41 68

ゴルフ会員権評価損 9 －

貸倒引当金繰入額 1 0

特別損失合計 311 596

税引前当期純利益 6,157 3,220

法人税、住民税及び事業税 2,731 1,611

法人税等調整額 △17 0

法人税等合計 2,714 1,612

当期純利益 3,443 1,607

トラスコ中山㈱（9830）平成22年３月期　決算短信（非連結）

17



(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,022 5,022

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,022 5,022

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,709 4,709

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,709 4,709

その他資本剰余金

前期末残高 2 －

当期変動額

自己株式の処分 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 4,712 4,709

当期変動額

自己株式の処分 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 4,709 4,709

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,255 1,255

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,255 1,255

その他利益剰余金

配当平均積立金

前期末残高 4,210 4,210

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,210 4,210

買換資産圧縮積立金

前期末残高 36 82

当期変動額

買換資産圧縮積立金の積立 46 34

買換資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 46 34

当期末残高 82 116
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(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

別途積立金

前期末残高 49,010 53,010

当期変動額

別途積立金の積立 4,000 3,500

当期変動額合計 4,000 3,500

当期末残高 53,010 56,510

繰越利益剰余金

前期末残高 7,430 5,639

当期変動額

剰余金の配当 △1,253 △626

土地再評価差額金の取崩 66 △309

買換資産圧縮積立金の積立 △46 △34

買換資産圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の積立 △4,000 △3,500

当期純利益 3,443 1,607

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △1,790 △2,862

当期末残高 5,639 2,777

利益剰余金合計

前期末残高 61,942 64,197

当期変動額

剰余金の配当 △1,253 △626

土地再評価差額金の取崩 66 △309

買換資産圧縮積立金の積立 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 3,443 1,607

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 2,255 671

当期末残高 64,197 64,869

自己株式

前期末残高 △43 △40

当期変動額

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 7 0

当期変動額合計 3 △2

当期末残高 △40 △42

トラスコ中山㈱（9830）平成22年３月期　決算短信（非連結）

19



(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 71,633 73,889

当期変動額

剰余金の配当 △1,253 △626

土地再評価差額金の取崩 66 △309

当期純利益 3,443 1,607

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 4 0

当期変動額合計 2,256 669

当期末残高 73,889 74,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 118 11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△107 100

当期変動額合計 △107 100

当期末残高 11 111

土地再評価差額金

前期末残高 △1,431 △1,497

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△66 380

当期変動額合計 △66 380

当期末残高 △1,497 △1,116

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,312 △1,486

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△173 481

当期変動額合計 △173 481

当期末残高 △1,486 △1,004

純資産合計

前期末残高 70,321 72,403

当期変動額

剰余金の配当 △1,253 △626

土地再評価差額金の取崩 66 △309

当期純利益 3,443 1,607

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 4 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173 481

当期変動額合計 2,082 1,150

当期末残高 72,403 73,554
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 6,157 3,220

減価償却費 2,597 2,498

ゴルフ会員権評価損 9 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 15

受取利息及び受取配当金 △39 △27

有形固定資産除売却損益（△は益） 17 41

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 41 67

減損損失 152 315

売上債権の増減額（△は増加） 5,535 △2,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,051 2,604

仕入債務の増減額（△は減少） △2,883 1,660

未払消費税等の増減額（△は減少） △474 427

その他 △4 △71

小計 9,059 8,407

利息及び配当金の受取額 39 28

法人税等の支払額 △4,123 △1,303

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,975 7,132

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 △10 －

定期預金の払戻による収入 10 510

有形固定資産の取得による支出 △3,760 △2,886

有形固定資産の売却による収入 204 811

無形固定資産の取得による支出 △213 △151

投資有価証券の取得による支出 － △100

投資有価証券の売却による収入 － 1

投資有価証券の償還による収入 － 100

その他 △12 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,782 △1,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入 4 0

自己株式の取得による支出 △4 △2

配当金の支払額 △1,252 △627

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,251 △629

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58 4,837

現金及び現金同等物の期首残高 13,034 12,975

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,975 ※ 17,812
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  該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
第46期

(平成21年３月期)
第47期 

(平成22年３月期)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

関連会社株式 

    ……移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格に基づ

く時価法

(評価差額金は全部純資

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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品……総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの

方法）により算定していま

す。

(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

適用しています。 

 これにより売上総利益、営業利益

及び経常利益はそれぞれ44百万円減

少し、税引前当期純利益は128百万円

減少しています。

商品……総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの

方法）により算定していま

す。

(会計方針の変更) 

 

    ――――――――

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日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物       15～50年

構築物      10～20年

機械及び装置   ２～12年

車両及び運搬具  ４～６年

工具器具及び備品 ３～６年

(1) 有形固定資産

……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。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物       15～50年

構築物      10～20年

機械及び装置   ２～12年

車両及び運搬具  ４～６年

工具器具及び備品 ３～６年

(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械及び装置については、

従来、耐用年数を９～12年としてお

りましたが、当事業年度より２～12

年に変更しています。 

 この変更は、平成20年度の税制改

正を契機として資産の利用状況等を

見直した結果、耐用年数を見直した

ことによるものです。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微です。

(追加情報) 

 

    ――――――――
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項目
第46期

(平成21年３月期)
第47期 

(平成22年３月期)

(2) 無形固定資産

……定額法

ただし、自社使用のソフトウエア

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。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

……定額法

(3) 長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しています。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、当事業年度に負担すべき支給

見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支給に充てるた

め、役員退職慰労金の旧内規に基

づく平成16年３月31日現在要支給

額を計上しています。

なお、平成16年３月31日をもって

役員退職慰労金制度を廃止してい

ます。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来するまた

は、解約する予定である流動性の高

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です。

同左

６ 消費税等の処理方法 税抜方式を採用しています。 同左
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(7)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第46期 
(平成21年３月31日)

第47期
(平成22年３月31日)

 

※   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日公布法

律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を、「土地再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

当該繰延税金資産を控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しています。

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４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁

長官が定めて公表した方法により算出した価額に

基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って

算出しています。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

なお、当該事業用用地の平成21年３月31日におけ

る時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額

を1,862百万円下回っています。

 

※   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日公布法

律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を、「土地再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

当該繰延税金資産を控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しています。

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４号に定める地価

税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁

長官が定めて公表した方法により算出した価額に

基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って

算出しています。

  再評価を行った年月日 平成14年３月31日

なお、当該事業用用地の平成22年３月31日におけ

る時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額

を1,682百万円下回っており、そのうち227百万円

は、賃貸等不動産に該当するものです。
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(損益計算書関係)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 固定資産売却益４百万円は、建物の売却益３百万

円、車両及び運搬具の売却益１百万円です。

※１ 固定資産売却益150百万円のうち主なものは、建

物の売却益84百万円、機械及び装置の売却益11百

万円、土地の売却益53百万円です。

※２ 商品評価損

   通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

   売上原価      44百万円

   特別損失      84百万円

   

        ――――――――

   

   

※３ 固定資産除却損18百万円のうち主なものは、建物

の除却損11百万円、備品除却損６百万円です。

※３ 固定資産除却損72百万円のうち主なものは、建物

の除却損19百万円、備品除却損23百万円です。

※４ 固定資産売却損３百万円のうち主なものは、土地

の売却損３百万円です。

※４ 固定資産売却損139百万円のうち主なものは、建

物の売却損71百万円、土地の売却損67百万円で

す。

 

※５ 減損損失

   当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上しています。 

用途 種類 場所
金額

(百万円)

遊休資産

土地 

建物 

その他

旧 前橋営業所 

(群馬県高崎市)

土地  10 

建物   3 

その他  0

遊休資産

土地 

建物 

その他

旧 太田営業所 

(群馬県邑楽郡)

土地  10 

建物   5 

その他  0

遊休資産

土地 

建物 

その他

旧 情報システム部 

(大阪府東大阪市)

土地  73 

建物  47 

その他  0

計 152

当社は、管理会計上の事業所をキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位としています。ただし、

処分が決定された資産、または、将来の使用が見

込まれていない遊休資産など独立したキャッシ

ュ・フローを生み出すと認められるものは、個別

の資産グループとして取り扱っています。

前橋営業所、太田営業所、情報システム部の旧

社屋の使用が見込まれなくなったため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額しました。当該減少額は

減損損失として152百万円を特別損失に計上して

います。

当資産グループの回収可能価額は正味売却可能

価額により測定しており不動産鑑定評価等に基づ

き評価しています。

 

※５ 減損損失

   当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上しています。 

用途 種類 場所
金額

(百万円)

遊休資産

(売却済)

土地 

建物 

その他

旧 プラネット東京 

(川崎市川崎区)

土地   44 

建物   5 

その他  0

遊休資産

(売却予定)

土地 

建物 

その他

旧 京都支店 

(京都市伏見区)

土地  40 

建物   8 

その他  0

遊休資産

(売却予定）

土地 

建物 

その他

旧 仙台支店・  

プラネット東北 

(仙台市若林区）

土地  138 

建物  75 

その他  1

計 315

当社は、管理会計上の事業所をキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位としています。ただし、

処分が決定された資産、または、将来の使用が見

込まれていない遊休資産など独立したキャッシ

ュ・フローを生み出すと認められるものは、個別

の資産グループとして取り扱っています。

プラネット東京、京都支店及び仙台支店・プラ

ネット東北の旧社屋が移転のため遊休となり使用

が見込まれなくなったため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額しました。当該減少額315百万円

は、減損損失として特別損失に計上しています。

当資産グループの回収可能価額は正味売却可能

価額により測定し、売却予定価額等により評価し

ています。
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第46期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取請求による増加    3,213株 

減少数は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求による減少    3,617株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
(注)定款第38条の定めによる取締役会決議に基づく配当です。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 33,004,372 ― ― 33,004,372

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,149 3,213 3,617 20,745

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８日 
取締役会

普通株式 676 20.5 平成20年３月31日 平成20年５月26日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 577 17.5 平成20年９月30日 平成20年11月21日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年５月７日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 296 9.0 平成21年３月31日 平成21年５月25日
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第47期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取請求による増加     2,005株 

減少数は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求による減少      344株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
(注)定款第37条の定めによる取締役会決議に基づく配当です。 

  

  

 
  

  

   決算短信における開示が必要となる重要な取引がないため、開示を省略しています。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 33,004,372 ― ― 33,004,372

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,745 2,005 344 22,406

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21年５月７日 
取締役会

普通株式 296 9.0 平成21年３月31日 平成21年５月25日

平成21年11月５日 
取締役会

普通株式 329 10.0 平成21年９月30日 平成21年11月24日

決議 株式の種類 配当の原資
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22年５月７日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 329 10.0 平成22年３月31日 平成22年５月24日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲  

  記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,485百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △510百万円

現金及び現金同等物 12,975百万円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

  記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 17,812百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― 百万円

現金及び現金同等物 17,812百万円

(関連当事者情報)

トラスコ中山㈱（9830）平成22年３月期　決算短信（非連結）

27



 
  

  

(税効果会計関係)

第46期 
(平成21年３月31日)

第47期 
(平成22年３月31日)

１ 繰延税金資産・繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳

 ①流動の部

  繰延税金資産

   未払事業税 69百万円

   賞与引当金 312百万円

   未払金 161百万円

   その他 142百万円

  繰延税金資産計 685百万円

１ 繰延税金資産・繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳

 ①流動の部

  繰延税金資産

   未払事業税 87百万円

   賞与引当金 307百万円

   未払金 114百万円

   その他 202百万円

  繰延税金資産計 710百万円

 
  繰延税金資産の純額 685百万円

 ②固定の部

  繰延税金資産

   役員退職慰労引当金 67百万円

   減損損失 61百万円

   その他 123百万円

   繰延税金資産小計 252百万円

   評価性引当額 ― 百万円

   繰延税金資産合計 252百万円

  繰延税金負債

   買換資産圧縮積立金 △56百万円

   その他有価証券評価差額金 △7百万円

   繰延税金負債計 △64百万円

  繰延税金資産の純額 188百万円

 
  繰延税金資産の純額 710百万円

 ②固定の部

  繰延税金資産

   役員退職慰労引当金 67百万円

   減損損失 377百万円

   その他 103百万円

   繰延税金資産小計 547百万円

   評価性引当額 △67百万円

   繰延税金資産合計 480百万円

  繰延税金負債

   買換資産圧縮積立金 △79百万円

   その他有価証券評価差額金 △60百万円

   繰延税金負債計 △139百万円

  繰延税金資産の純額 341百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計の適用後の法人税等の負

担率の差異の内訳

   法定実効税率 40.4％

   (調整)

   住民税均等割額 0.7％

   交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

2.4％

   評価性引当額 ― ％

   その他 0.6％

   税効果会計適用後の法人税 
   等の負担率

44.1％

 

２ 法定実効税率と税効果会計の適用後の法人税等の負

担率の差異の内訳

   法定実効税率 40.4％

   (調整)

   住民税均等割額 3.2％

  交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

2.5％

  評価性引当額 2.1％

   その他 1.9％

  税効果会計適用後の法人税 
   等の負担率

50.1％
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(注)当事業年度において投資有価証券について41百万円(その他有価証券で時価のある株式41百万円)減損処理を行

っています。なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には全て

減損処理を行い、30％以上50％以下下落した場合には、過去６ヶ月間で一度も時価が取得原価の70％以上にな

らなかった場合に減損処理を行っています。 

  

   該当事項はありません。 

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

第46期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 206 320 113

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 206 320 113

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 111 96 △ 14

(2) 債券 500 419 △ 80

(3) その他 39 39  △ 0

小計 650 555 △ 95

合計 857 875 18

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

３ 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

①その他有価証券

      非上場株式 11百万円

②関連会社株式 98百万円

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

区分
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)

債券

国債・地方債 ― ― ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 100 ― ― 319

合計 100 ― ― 319
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(注)当事業年度において投資有価証券について68百万円(その他有価証券で満期がある債券68百万円)減損処理を行

っています。なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には全て

減損処理を行い、30％以上50％以下下落した場合には、過去６ヶ月間で一度も時価が取得原価の70％以上にな

らなかった場合に減損処理を行っています。 

  

   売却益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  

 
  

  

 
  

第47期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 274 479 205

(2) 債券 100 100 0

(3) その他 39 51 12

小計 414 632 217

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 42 39 △ 3

(2) 債券 331 303 △ 27

(3) その他 ― ― ―

小計 373 342 △ 30

合計 787 974 186

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

３ 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

①その他有価証券

      非上場株式 11百万円

②関連会社株式 98百万円

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

区分
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)

債券

国債・地方債 ― ― ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― 100 ― 303

合計 ― 100 ― 303
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(デリバティブ取引関係)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を利用していません。なお、

デリバティブの組込まれた債券への投資を一部行ってい

ますが、いずれもデリバティブとしての区分処理が不要

なものです。 

以上により、開示対象となるものはありません。

同左

(持分法投資損益等)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性がないた

め、記載を省略しています。

同左
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(注) １ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりです。 

 
  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、下記のとおりです。 

 
  

  

 
  

(１株当たり情報)

第46期 
(平成21年３月期)

第47期
(平成22年３月期)

１株当たり純資産額 2,195円14銭 １株当たり純資産額 2,230円15銭

１株当たり当期純利益 104円39銭 １株当たり当期純利益 48円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載していません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載していません。

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益（百万円） 3,443 1,607

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） 3,443 1,607

期中平均株式数（千株） 32,983 32,984

第46期
(平成21年３月31日)

第47期 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計（百万円） 72,403 73,554

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） 72,403 73,554

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（千株） 32,983 32,981

(重要な後発事象)

第46期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第47期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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５．そ の 他 

（１）環境配慮型企業としての取組み 

製造業における環境改善活動の広がりは副資材調達の分野にも波及し、環境に配慮

した商品の納入が供給サイドにも求められています。当社は、環境対応品の取扱い幅

の拡充とオリジナル総合カタログ「オレンジブック」への掲載等を通して、環境配慮

型の企業としての機能向上を目指します。 

（２）発行体格付 

当社は、年１回、株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）による発行体格付審査

を受け、結果を公表することにより客観的な評価による当社の財務の健全性、信頼性

及び経営の透明性を確保しています。平成 22 年４月 19 日に「Ａ－」の評価を受けて

います。 

トラスコ中山㈱（9830）平成22年３月期　決算短信（非連結）

33




