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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績及び対前期増減率は記載しておりま
せん。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績は記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績は記載しておりません。 
 

(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 ％

22年3月期 122,698 ― 375 ― 676 ― 647 ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 54.32 ― 13.6 1.4 0.3
21年3月期 ― ― ― ― ―

（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 48,646 5,253 10.7 435.96
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  5,194百万円 21年3月期  ―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 2,557 265 △6,018 8,466
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績は記載しておりません。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 35 5.5 0.7

23年3月期 
（予想）

― 2.00 ― 3.00 5.00 17.0

3.  23年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、第２四半期連結累計期間の対前年同四半期
増減率は記載しておりません。 

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

63,000 ― 50 ― 150 ― △50 ― △4.20

通期 126,000 2.7 350 △6.7 580 △14.2 350 △45.9 29.37
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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  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要事項」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、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 ウェルテック関西株式会社 ） 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） 22年3月期 11,971,350株 21年3月期 ―株

② 期末自己株式数 22年3月期  56,436株 21年3月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績及び対前期増減率は記載しておりま
せん。 

(2) 個別財政状態 

（注）当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期実績は記載しておりません。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 602 ― 85 ― 74 ― 39 ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期 3.34 ―

21年3月期 ― ―

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 4,685 4,097 87.5 343.93
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 22年3月期  4,097百万円 21年3月期  ―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 

１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、４ページをご覧ください。 
２．当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務諸表は、完全子会社となった株式会社ジューテックの連結財務諸表を引き
継いで作成しております。 
３．当社は、平成21年10月１日付で、株式会社ジューテックより単独株式移転の方式にて設立されたため、前期に係る実績はありません。また、当期の個
別経営成績は、平成21年10月１日から平成22年３月31日までのものであります。 
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(当期の経営成績) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、外需主導による景気持ち直しが見られ始めたものの、自律

的な回復力には力強さが見られず、デフレ傾向が強まるなかでの推移となりました。個人消費につい

ても、雇用情勢の悪化や所得の減少傾向が継続したことなどから、節約志向は顕著となり、底堅いな

がらも低調な推移となりました。 

当住宅関連業界におきましては、過去 大規模の住宅ローン減税等の需要喚起策が施行されたこと

や住宅会社の在庫調整が進んだことなどにより、住宅需要は底を打ち、やや持ち直しの傾向が現れ始

めたものの、依然として雇用や景気の先行きに対する不安感は払拭されていないことなどから、本格

的な需要回復には至っておりません。 

このような環境の中で当社グループは、オール電化関連商品や太陽光発電システムなどの成長著し

い環境配慮商品の拡販に努めるほか、適切な森林管理の促進を目的としたFSC認証制度及びPEFC認証

制度それぞれの流通過程における認証を取得し、その認証商品の拡販に努めてまいりました。また、

各地において地域密着型のイベント「住まいるフェア」や仕入先や販売先との協業による一般顧客を

対象としたショールーム相談会を開催するなど、需要の掘り起こしに注力してまいりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は122,698百万円（前年同期比10.9％減）となりました。利益

面については、売上総利益率の向上と経費節減に努めた結果、営業利益は375百万円（前年同期比

32.9％増）となりました。また、仕入割引の減少などにより営業外収益が前年同期に比して49百万円

減少した一方で、金融コストの削減を図ったことなどにより営業外費用が前年同期に比して49百万円

減少したことなどにより、経常利益は676百万円（前年同期比16.0％増）となりました。当期純利益

は、固定資産売却益124百万円及び貸倒引当金戻入額108百万円をそれぞれ特別利益として計上した一

方で、事業整理損失引当金繰入額130百万円及び固定資産除却損59百万円をそれぞれ特別損失として

計上したことなどにより、647百万円（前年同期は当期純損失2,714百万円）となりました。 

事業別の業績といたしましては、当社グループの主な事業であります「卸売事業」については、上

述した取組みのほか、既存販売先に対する更なる深耕を図る一方で、新規販売先の開拓に努めてまい

りましたが、住宅資材に対する需要は、年度末にかけて回復基調となったものの、年度を通して低調

であったため、業種業態を超えた販売競争が激化する状況での推移となりました。 

その結果、売上高は116,534百万円（前年同期比11.1％減）となりました。また、その他の事業に

つきましては、売上高は6,164百万円（前年同期比7.0％減）となりました。 

  

※当社は、平成21年10月１日に単独株式移転により株式会社ジューテックの完全親会社として設立さ

れました。株式移転の方法は単独株式移転であり、連結の範囲に実質的な変更はないため、参考と

して株式会社ジューテックの平成21年３月期の連結経営成績との比較を前年同期比として記載して

おります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(次期の見通し) 

今後のわが国経済につきましては、新興国向けの輸出や政府の景気対策などに支えられ、企業の景

況感は改善傾向となっており、景気は持ち直しつつありますが、雇用や所得面などの不安要素は払拭

されておらず、内需主導の景気拡大に至るまでには時間を要すると思われます。また、当住宅関連業

界におきましても、経済の先行きに対する不安感による影響が依然下押し要因としてある一方で、住

宅取得に係る減税政策の拡大や住宅エコポイント制度の施行などにより、停滞していた住宅需要の回

復に弾みがつく事が期待できる展開となる見通しであります。 

このような環境の中で当社グループは、ますます注目度が上がると予想されるＦＳＣ認証合板や太

陽光発電システム、オール電化関連商品など環境配慮商品の拡販に注力する一方で、異業種を含めた

新規顧客の獲得を図り経営基盤を強化するとともに、総資産の圧縮に努めるなど経営の合理化・効率

化を推進してまいります。 

次期の見通しにつきましては、連結売上高は、126,000百万円を見込んでおり、利益面につきまし

ては、営業利益350百万円、経常利益580百万円、当期純利益350百万円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比して2,070百万円減少の48,646百万円

となりました。これは主として、現金及び預金が3,173百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金

が1,006百万円増加したことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して2,827百万円減少の43,393百万円となりました。これ

は主として、支払手形及び買掛金が2,810百万円増加した一方で、短期借入金が4,300百万円減少し、

１年内償還予定社債を含む社債の減少額が1,920百万円あったことによるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比して756百万円増加の5,253百万円となり、自己資本比率

は前連結会計年度末に比して2.2ポイント増加の10.7％となりました。 

  

※当社は、平成21年10月１日に単独株式移転により株式移転により株式会社ジューテックの完全親会

社として設立されました。株式移転の方法は単独株式移転であり、連結の範囲に実質的な変更はない

ため、参考として株式会社ジューテックの平成21年３月期の連結財政状態と比較して記載しておりま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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し

て3,190百万円減少の8,466百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、資金は2,557百万円の増加となりました。 

  これは主として、税金等調整前当期純利益が658百万円となり、仕入債務の増加額が2,884百万

円、減価償却費が275百万円及びたな卸資産の減少額が258百万円あった一方で、売上債権の増加額

が1,821百万円あったことによるものであります。 

  

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、資金は265百万円の増加となりました。 

  これは主として、有形固定資産の売却による収入が262百万円及び保険積立金の解約による収入

が165百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が105百万円あったことによるものであ

ります。 

  

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金は6,018百万円の減少となりました。 

  これは主として、長期借入れによる収入が2,318百万円及び社債発行による収入が296百万円あっ

た一方で、短期借入金の純減額が4,300百万円、長期借入金の返済による支出が2,080百万円及び社

債の償還による支出が2,220百万円あったことによるものであります。 

  

(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) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

    (注２)  株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

     (注３)  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。 

  

平成22年３月期

自己資本比率（％） 10.7

時価ベースの自己資本比率 5.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 17.2
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当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策の一つとして位置付け、将来にわたる

安定配当の維持と、それを実現させるために当社グループ全体の安定成長を目指しております。株主の

皆様に対する配当につきましては、経営活動の成果を明確な形で還元するため、連結業績に応じ配当性

向25％を目安に実施していくことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、財

務体質の強化及び当社グループ全体における事業拡大に備えるものであります。 

当期の剰余金の期末配当額につきましては、厳しい現況下のなか、当面は内部留保資金の確保による

財務体質の強化を図ることが重要との認識から、当初予想通りの１株当たり３円00銭とさせていただく

予定でおります。 

また、次期の剰余金配当額につきましては、現時点において見込んでおります次期業績予想数値及び

内部留保資金の確保による財務体質の強化を勘案し、１株当たり年間５円00銭を予定しております。 

  

  

当社グループの経営成績等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

  

① 当社の属する業界について 

当社グループは主たる業務として、合板、建材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の卸売を行っており

ます。当社の取扱商品の品目は多岐にわたっておりますが、その大半が住宅関連資材であり、それら

商品の販売は、住宅市場や住宅関連業界の動向に左右されるため、国内経済の停滞などにより、住宅

需要が低迷した場合には、当社グループの売上高に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 貸倒れリスクについて 

当社グループの販売先は、日本各地における建材販売店、工務店や建築関連業者が主であります。

各販売先に対してはそれぞれ与信枠を設け管理し、その金額については、決算書類の入手、ヒアリン

グによる情報入手、営業担当者による定期訪問、信用調査会社の評価等をもとに経営状況を把握し設

定しております。しかしながら、突発的な不良債権の発生等により販売先の経営状況が悪化した場

合、貸倒れが発生する可能性があります。 

  

③ 相場変動及び為替変動の影響について 

当社グループの取扱商品の一部には合板等の相場変動商品があり、通常売買であれば仕入価格は販

売価格に反映され、相場変動の影響を受け難い構造となっておりますが、急激な相場の変動によって

価格転嫁できない場合や、一時在庫となり販売まで時間がかかる場合等、相場変動の影響を受ける可

能性があります。また、当社グループの仕入商品は国内取引が大部分であり、一部輸入取引に対して

は先物為替予約を行い、為替変動に対応しておりますが、急激な為替変動等の市場の変化によって

は、当社グループの収益性に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社及び連結子会社10社の計11社で構成されております。主たる業務として合板、建

材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の国内における卸売事業を営んでいるほか、その他の事業として、一般

貨物の運送業、マンションリフォーム業、情報システムの賃貸及び保険代理店業等を営んでおります。 

なお、ウェルテック関西株式会社は平成21年４月１日に新たに設立したため、また、ジェイライフサポ

ート株式会社は平成21年10月１日に持株会社体制に移行したことに伴い、子会社管理業務を見直した結

果、連結の範囲に含めております。 

平成22年３月31日現在の当社と子会社の事業における関係は以下のとおりであります。 

 

  

2. 企業集団の状況
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関係会社の状況 

 
(注) １ 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

２ 特定子会社であります。 

３ 売上高(連結相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、卸売事業に

占める当該連結子会社の売上高の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しておりま

す。 

  

  

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)

㈱ジューテック 
(注)２、３

東京都港区 850
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00 ―

当社が経営指導をしておりま
す。 
役員の兼任 10名 
資金の借入 
各種業務受託

㈱JUTEC物流 横浜市都筑区 21
運送業
自動車リース業

91.18
(91.18)

― ―

㈱イシモク 石川県金沢市 50
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。

㈱ジューテック秋田 秋田県秋田市 60
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。

ウェルテック㈱ 東京都港区 50
マンション
リフォーム業

100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。

㈱仙建 仙台市宮城野区 50
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。

丸建㈱ 福岡市博多区 50
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00
(100.00)

― ―

オフィスオペレーシ
ョン㈱

東京都新宿区 50 情報システムの賃貸等
90.00

(90.00)
― 役員の兼務 １名

ウェルテック関西㈱ 
(注)２

大阪府堺市 85
合板・建材・住設機器
等の販売

100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。 
役員の兼務 １名

ジェイライフサポー
ト㈱

東京都港区 10 保険代理店業等 100.00 ―
当社が経営指導をしておりま
す。

(その他の関係会社)

㈲足立興産 東京都港区 59 不動産賃貸業 ― 18.50 役員の兼務 １名
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当社グループは、住宅関連業界において独自の強みを持つ企業であること、「消費者・生活者」の視

点に立ってビジネスに取り組むことを経営の基本方針とし、常に顧客 適に徹した営業活動を行い、事

業の発展と経営の安定を実現するために、Ｍ＆Ａやアライアンスを推進するとともに、業務の合理化・

効率化に努めてまいります。 

  

当社グループは、経営基盤の強化及び財務体質の強化の観点から、売上高、売上総利益率、営業利益

率、経常利益率及び自己資本比率を重要な指標としており常に適正な数値を確保することを目標として

おります。そのため、これらの指標を意識しながら資産圧縮、コスト削減に徹し効率経営に努めてまい

ります。 

  

当社グループは、住宅関連業界において独自の強みを持つ企業であるために、消費者との接点拡大を

目指し、メーカー及び建材販売店とタイアップしたショールーム相談会等を各地において開催し、地域

に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客 適に努めた営業活動を展開してまいります。ま

た、当社グループのオリジナル商品の開発などを行うほか、安全性や環境性能を重視した住宅建築に係

る新法の整備や法改正の実施及びそれらの支援制度の推進を受けて、建築業者に必要とされる各種申

請・届出書類作成への支援や、法制面、税制面の動向等に関する情報提供など、きめ細かいサービスに

努めることにより、販売店及び工務店に対する営業サポートの強化を図ってまいります。 

  

当社グループは、経営基盤の強化と業績の向上を図るため、従来からの業務提携先である株式会社ク

ワザワ、越智産業株式会社及び当社の３社で構成しております「ネストグループ」としての活動強化を

はじめとして、営業基盤拡充のためＭ＆Ａやアライアンスを積極的に推進してまいります。また、経営

資源を 大限に活用して収益機会の多様化を図る一方で、社員教育や規程・マニュアルなどの改訂等を

実施することにより、与信機能及び内部統制機能の強化を図り、企業価値の向上に努めてまいります。

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,483

受取手形及び売掛金 ※１ 24,139

商品 1,884

未成工事支出金 289

繰延税金資産 202

その他 2,499

貸倒引当金 △1,179

流動資産合計 36,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,774

減価償却累計額 △2,350

建物及び構築物（純額） 1,423

機械装置及び運搬具 289

減価償却累計額 △248

機械装置及び運搬具（純額） 41

土地 7,978

その他 274

減価償却累計額 △184

その他（純額） 90

有形固定資産合計 9,534

無形固定資産

リース資産 88

その他 152

無形固定資産合計 241

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 1,130

長期貸付金 151

破産更生債権等 1,200

その他 1,248

貸倒引当金 △1,178

投資その他の資産合計 2,552

固定資産合計 12,328

資産合計 48,646
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(単位：百万円)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,983

短期借入金 900

1年内償還予定の社債 560

1年内返済予定の長期借入金 748

未払法人税等 124

賞与引当金 320

その他の引当金 1

事業整理損失引当金 130

その他 852

流動負債合計 38,620

固定負債

社債 220

長期借入金 3,150

繰延税金負債 336

役員退職慰労引当金 208

その他の引当金 44

負ののれん ※３ 27

その他 785

固定負債合計 4,773

負債合計 43,393

純資産の部

株主資本

資本金 850

資本剰余金 288

利益剰余金 3,893

自己株式 △14

株主資本合計 5,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 187

繰延ヘッジ損益 △11

評価・換算差額等合計 176

少数株主持分 58

純資産合計 5,253

負債純資産合計 48,646
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 122,698

売上原価 111,859

売上総利益 10,839

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,402

貸倒引当金繰入額 99

給料 3,679

賞与引当金繰入額 317

役員退職慰労引当金繰入額 28

退職給付費用 236

賃借料 949

減価償却費 245

その他 3,506

販売費及び一般管理費合計 10,464

営業利益 375

営業外収益

受取利息 26

受取配当金 21

負ののれん償却額 0

仕入割引 322

投資有価証券売却益 32

不動産賃貸料 148

受取補償金 92

雑収入 108

営業外収益合計 752

営業外費用

支払利息 139

手形売却損 45

売上割引 226

雑損失 39

営業外費用合計 451

経常利益 676
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(単位：百万円)

当連結会計年度
(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 ※1 124

貸倒引当金戻入額 108

特別利益合計 232

特別損失

固定資産除却損 ※2 59

減損損失 ※3 11

のれん減損損失 34

事業整理損失引当金繰入額 130

その他 15

特別損失合計 250

税金等調整前当期純利益 658

法人税、住民税及び事業税 120

法人税等調整額 △117

法人税等合計 2

少数株主利益 9

当期純利益 647
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(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 850

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 850

資本剰余金

前期末残高 294

当期変動額

株式移転による増加 △5

当期変動額合計 △5

当期末残高 288

利益剰余金

前期末残高 3,237

当期変動額

連結範囲の変動 9

当期純利益 647

当期変動額合計 656

当期末残高 3,893

自己株式

前期末残高 △19

当期変動額

自己株式の取得 △0

株式移転による増加 5

当期変動額合計 5

当期末残高 △14

株主資本合計

前期末残高 4,362

当期変動額

連結範囲の変動 9

当期純利益 647

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 655

当期末残高 5,017
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(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △30

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

218

当期変動額合計 218

当期末残高 187

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3

当期変動額合計 3

当期末残高 △11

評価・換算差額等合計

前期末残高 △45

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

222

当期変動額合計 222

当期末残高 176

少数株主持分

前期末残高 180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121

当期変動額合計 △121

当期末残高 58

純資産合計

前期末残高 4,496

当期変動額

連結範囲の変動 9

当期純利益 647

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100

当期変動額合計 756

当期末残高 5,253
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 658

減価償却費 275

減損損失 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 96

受取利息及び受取配当金 △47

仕入割引 △322

支払利息及び手形売却損 185

売上割引 226

有形固定資産売却損益（△は益） △124

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 130

売上債権の増減額（△は増加） △1,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 258

未収入金の増減額（△は増加） △41

仕入債務の増減額（△は減少） 2,884

その他 168

小計 2,537

利息及び配当金の受取額 45

仕入割引の受取額 249

利息の支払額 △148

手形売却に伴う支払額 △45

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △79

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,557

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 △105

有形固定資産の売却による収入 262

無形固定資産の取得による支出 △29

投資有価証券の取得による支出 △18

投資有価証券の売却による収入 89

子会社株式の取得による支出 △88

貸付けによる支出 △10

貸付金の回収による収入 37

敷金及び保証金の差入による支出 △27

敷金及び保証金の回収による収入 31

保険積立金の解約による収入 165

その他 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー 265
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(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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） △4,300

長期借入れによる収入 2,318

長期借入金の返済による支出 △2,080

社債の発行による収入 296

社債の償還による支出 △2,220

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,195

現金及び現金同等物の期首残高 11,656

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 8,466
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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事項】
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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】

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社数 10社

 なお、第１四半期連結会計期間から、平成21年４月１日付で設立したウェ
ルテック関西㈱を、また、第２四半期連結会計期間から、平成21年10月１日
付で持株会社体制に移行したことに伴い、子会社管理業務の見直しを行った
結果、ジェイライフサポート㈱を連結の範囲に含めております。 
 

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない関連会社の名称 

 株式会社角幸

持分法を適用しない理由
 持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金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。 
 

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。

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) 有価証券

  関連会社株式
   移動平均法による原価法
  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出) 
 

    時価のないもの

    移動平均法による原価法

(ロ) デリバティブ

  時価法

(ハ) たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(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。

    商品・・・・・・・・移動平均法
    未成工事支出金・・・個別法

(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(リース資産を除く)

  定率法

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(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あります。 

  建物及び構築物  ３～50年

 少額減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資
産)については、３年間で均等償却

(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法

但し、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法

(ハ) 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開
始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準 (イ) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

引当金を計上しております。

(ハ) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、

当連結会計年度に見合う分を計上しております。

(二) 役員退職慰労引当金
役員及び㈱ジューテックの執行役員の退任による退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(ホ) 事業整理損失引当金
事業整理に伴う損失に備えるため、損失見込額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計

上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
 工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工事で
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に
ついては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しており
ます。

(会計方針の変更)
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し
ておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成
19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第18号 平成19年12月27日)を当連結会計年度から適用し、当連結会
計年度に着手した工事契約から、工期のごく短いもの等については工事完成
基準を適用し、その他の工事で当連結会計年度末までの進捗部分について成
果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積り
は原価比例法)を適用しております。 
 これによる、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益に与える影響はありません。

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (イ) ヘッジ会計の方法

ヘッジ取引に係る損益の認識については、繰延ヘッジ処理によっており
ます。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、
特例処理によっております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
①たな卸資産(商品)の購入に係る外貨建営業債務を対象とする為替予約

取引、②借入金に係る利息等を対象とする金利スワップ取引を実施してお
ります。

(ハ) ヘッジ方針
将来の取引市場での金利及び為替の相場変動に伴うリスクの軽減を目的

に、実需に伴う取引に限定して、金利及び通貨に係るデリバティブ取引を
実施することとしており、売買益を目的とした投機的な取引は一切行わな
い方針としております。

(二) ヘッジ有効性評価の方法
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、当初予定したキャッシュ・フローが確
保されたか否かを検証することでヘッジの有効性を確認しております。 
 また、金利スワップの一部については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関す
る重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相
場変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の評価は
省略しております。

(ホ) その他
取引方針等については、経営会議及び取締役会で審議した上で、決定さ

れた範囲内で財務経理部長の決済により取引を実行しており、あわせて取
引残高、損益状況について経営会議及び取締役会に定期的に報告すること
としております。
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項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の処理方法

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっておりま

す。

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

  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。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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ります。 
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(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 

※１ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 152百万円

受取手形裏書譲渡高 114百万円

 

 

※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 2百万円

 

※３ のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりでありま
す。

のれん 6百万円

負ののれん 33百万円

      差引 27百万円

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 6百万円

土地 117百万円

      計 124百万円

 

 

※２ 固定資産除却損は、次のとおりであります。

有形固定資産

 建物及び構築物 11百万円

 機械装置及び運搬具 0百万円

 その他 43百万円

無形固定資産

 その他 3百万円

      計 59百万円

 

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

場所 用途 種類

 愛知県小牧市 事業所 建物及び構築物

当社グループは、投資上の区分を反映した事業所、賃貸用不動産、及び遊休不動産を独

立したキャッシュ・フローを生み出す 小の単位とし、本社設備等を共用資産としてグル

ーピングしております。

当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである上記資産

グループにおいて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11百万円を減損損失

として特別損失に計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定して

おり、正味売却価額は路線価及び固定資産税評価額等の適切に市場価格を反映していると

考えられる評価額を基に算出し、使用価値はマイナスであるため、具体的な割引率の算定

は行っておりません。
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当連結会計年度(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） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   2,004株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,971,350 ― ― 11,971,350

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 54,432 2,004 ― 56,436

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６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 35 3 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

現金及び預金 8,483百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △17百万円

現金及び現金同等物の期末残高 8,466百万円
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)において、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「卸売事業」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)において、本邦以外の国または地

域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。 

  

  

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、企業結合等、賃貸等不動産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。 

(１株当たり情報)

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 435円96銭

１株当たり当期純利益 54円32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、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 5,253

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

 少数株主持分 58

普通株式に係る純資産額(百万円)  5,194

普通株式の発行済株式数（千株) 11,971

普通株式の自己株式数（千株） 56

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数（千株) 11,914

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 647

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 647

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,915

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 195

営業未収入金 144

前払費用 9

繰延税金資産 23

立替金 63

その他 0

流動資産合計 436

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式 4,246

繰延税金資産 2

その他 0

投資その他の資産合計 4,248

固定資産合計 4,248

資産合計 4,685

負債の部

流動負債

未払金 14

未払費用 15

未払法人税等 63

未払消費税等 22

預り金 5

賞与引当金 38

流動負債合計 160

固定負債

関係会社長期借入金 420

役員退職慰労引当金 6

固定負債合計 426

負債合計 587
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(単位：百万円)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 850

資本剰余金

資本準備金 294

その他資本剰余金 2,926

資本剰余金合計 3,220

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 39

利益剰余金合計 39

自己株式 △12

株主資本合計 4,097

純資産合計 4,097

負債純資産合計 4,685

-27-

ジューテックホールディングス㈱　（3157）　平成22年３月期決算短信



(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益

事業会社運営収入 602

営業収益合計 602

営業費用

役員報酬 46

給料 214

賞与引当金繰入額 38

役員退職慰労引当金繰入額 6

退職給付費用 16

法定福利費 35

福利厚生費 26

賃借料 47

その他 85

営業費用合計 517

営業利益 85

営業外収益

雑収入 1

営業外収益合計 1

営業外費用

支払利息 1

創立費償却 10

雑損失 0

営業外費用合計 11

経常利益 74

税引前当期純利益 74

法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △26

法人税等合計 34

当期純利益 39
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 850

当期変動額合計 850

当期末残高 850

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 294

当期変動額合計 294

当期末残高 294

その他資本剰余金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 2,926

当期変動額合計 2,926

当期末残高 2,926

資本剰余金合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 3,220

当期変動額合計 3,220

当期末残高 3,220

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 －

当期変動額

当期純利益 39

当期変動額合計 39

当期末残高 39

利益剰余金合計

前期末残高 －

当期変動額

当期純利益 39

当期変動額合計 39

当期末残高 39
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(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 －

当期変動額

自己株式の取得 △12

当期変動額合計 △12

当期末残高 △12

株主資本合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 4,070

当期純利益 39

自己株式の取得 △12

当期変動額合計 4,097

当期末残高 4,097

純資産合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 4,070

当期純利益 39

自己株式の取得 △12

当期変動額合計 4,097

当期末残高 4,097
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 該当事項はありません。 

  

  

  

(4)【継続企業の前提に関する事項】
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(5)【重要な会計方針】

項目
当事業年度

(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び 

評価方法

子会社株式 

 移動平均法による原価法  

 

２ 繰延資産の処理方法 創立費 

 支出時に費用処理しております。 

３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支払見込額に基

づき引当金を計上しております。 

 

(2) 役員退職慰労引当金 

 役員の退任による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

 

４ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

-32-

ジューテックホールディングス㈱　（3157）　平成22年３月期決算短信



① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

１．新任監査役候補 

  監査役 上田  伸吾（現 住商セメント株式会社常勤監査役） 

  

２．退任予定監査役 

  監査役 湯本 好英 

  

※ 新任監査役候補者上田伸吾及び退任予定監査役湯本好英の両氏は、会社法第２条第16号に定

める社外監査役であります。 

  

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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