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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） 

 

(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 ％

22年3月期 255,553 △7.4 1,935 39.7 968 ― 212 ―

21年3月期 275,921 △5.8 1,385 73.7 56 ― △1,309 ―

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 7.18 ― 1.3 0.7 0.8
21年3月期 △46.33 ― △7.5 0.0 0.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △345百万円 21年3月期  △757百万円

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 146,417 17,722 11.9 587.89
21年3月期 143,032 16,865 11.5 581.37

（参考） 自己資本  22年3月期  17,351百万円 21年3月期  16,434百万円

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 3,706 △1,771 497 14,253
21年3月期 3,723 △1,120 △1,295 11,795

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
（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 ― 5.00 ― 2.50 7.50 212 ― 1.2
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 147 69.6 0.9

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 22.7

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）

 

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

132,000 3.8 1,100 74.6 600 137.0 100 ― 3.39

通期 265,000 3.7 2,700 39.5 1,800 85.9 650 206.6 22.00
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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）  有  

（注）詳細は、７ベージ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 3社 （社名
東合交易株式会社、クロカワベニヤ
株式会社、株式会社キタモク

） 除外 1社 （社名 株式会社新若山 ）

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 29,540,016株 21年3月期 28,292,112株

② 期末自己株式数 22年3月期 25,564株 21年3月期 24,455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） 

 

(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 ％

22年3月期 4,171 △10.7 697 △33.3 283 △59.9 0 △99.9

21年3月期 4,670 △2.7 1,045 35.9 706 73.3 500 293.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 0.01 ―

21年3月期 17.72 ―

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 57,904 22,111 38.2 749.16
21年3月期 56,425 21,328 37.8 754.52

（参考） 自己資本 22年3月期  22,111百万円 21年3月期  21,328百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成23年３月期の連結業績予想は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済情勢等によっ
て予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けを中心に輸出が持ち直したことや政府の耐久消費財購入支援策

の効果等により、緩やかな回復基調を辿りました。 

当社グループが関係する住宅業界におきましては、当連結会計年度の新設住宅着工戸数は775千戸（前年度比

25.4％減）と前年度を大きく下回りました。当社グループが主力とする持ち家着工戸数につきましても、年度間では

286千戸（同7.6％減）と前年度を大きく下回りましたが、10月から３月の下期では138千戸（前年同期比2.7％増）と

底入れの動きが出てまいりました。 

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

２月に東京ビッグサイトで開催したほか、地域毎の展示会や住宅機器メーカーのショールームを活用した地方での展

示会を開催するなど、合板を始めとする建材全般の拡販と粗利率向上にグループを挙げて取り組みました。また、経

費全般の削減とともに、グループ企業の再編や与信管理の強化、在庫の圧縮等にも注力いたしました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高につきましては前期比203億68百万円減（前期比7.4％減）の2,555億

53百万円となりました。 

利益面につきましては、営業利益は前期比５億50百万円増の19億35百万円（同39.7％増）、経常利益は前期比９億

11百万円増の９億68百万円（前期は経常利益56百万円）、当期純利益は２億12百万円（前期は当期純損失13億９百万

円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 総合建材卸売事業 

当社グループの主力取扱商品であります合板につきましては、需要が盛り上がりを欠く中、市況は年度間を通じて

底這い状態が続き、前年度を大幅に下回る価格水準で推移いたしました。また、販売量も前年度を下回り、価格と販

売数量の両面から厳しい事業展開となりました。 

合板二次製品、建材及び住宅機器等の住設建材群につきましても、需要が弱い中販売競争が激化し苦戦いたしまし

たが、住宅機器につきましてはリフォーム需要等も取り込んで比較的健闘いたしました。 

総合建材卸売事業全体では、売上高は2,442億51百万円（前期比8.7％減）と前期を下回りましたが、粗利益率の改

善や経費の削減効果により営業利益は13億73百万円（同6.8％増）と前期を上回りました。 

② 合板製造・木材加工事業 

合板製造事業におきましては、需要の減少から販売面で苦戦いたしましたが、輸入原木の値下がりや国産材使用比

率の引き上げ等のコスト低減効果により、採算は前年度比改善いたしました。 

また、木材加工事業におきましても、原材料価格の値下がりなどにより、採算は前年度比改善いたしました。 

合板製造・木材加工事業全体では、売上高は52億76百万円（前期比17.0％減）、営業損失2億67百万円（前期は営

業損失３億28百万円）となりました。 

③ その他の事業 

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

ャパンのほか、物流関係の子会社等６社、建築請負業の子会社４社、及び純粋持株会社でありますＪＫホールディン

グス株式会社の一部事業を区分しております。 

株式会社ハウス・デポ・ジャパンにつきましては、加盟店が270社と当連結会計年度中に18社増加いたしました。 

建築請負業の子会社につきましては、前連結会計年度末にブルース・ジャパン株式会社及び株式会社エムジー建工

が連結子会社となったことにより、売上高は前年度比大幅に増加いたしましたが、各社とも収益面では厳しい状況が

続いております。 

一方、ＪＫホールディングス株式会社は、不動産賃貸収入や業務請負収入等の安定した収入があったほか、経費の

大幅な削減により、営業利益が前期比改善いたしました。 

この結果当事業全体では、売上高は60億24百万円（前期比207.5％増）、営業利益４億８百万円（同31.4%増）とな

りました。 

  

１．経営成績

ＪＫホールディングス㈱（9896）平成22年３月期決算短信
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次期の業績見通し 

平成22年度のわが国経済は、新興国を中心に世界経済の回復基調が鮮明になるに連れて、徐々に回復の動きが強ま

るものと見込まれます。 

住宅関連業界におきましても、景気の緩やかな回復に加えて、地価や建築資材価格、金利がそろって低水準にある

こと、住宅政策に係る減税の拡大、住宅エコポイント制度の開始といった住宅取得の後押し要因もあり、新設住宅着

工戸数は徐々に回復傾向が強まるものと予想されます。しかしながら、前年度を大幅に上回る水準は見込み難い状況

であります。 

上記の通り、次期も厳しい経営環境が継続するものと予想されますが、当社グループといたしましては、売上の維

持・拡大に最大限注力するとともに、粗利率の改善や一層のコスト削減を図り、収益力の改善にグループを挙げて取

り組んでまいります。 

以上のような情勢を踏まえて、通期業績は、売上高2,650億円、営業利益27億円、経常利益18億円、当期純利益６

億50百万円を目指します。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ33億84百万円増加し、1,464億17百万円となりまし

た。 

主たる要因は東合交易株式会社が連結対象に加わったことによるもので、主な内訳は以下のとおりであります。 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億38百万円増加し、922億24百万円となりま

した。売上の減少により受取手形及び売掛金が10億24百万円減少したほか、商品及び製品も13億53百万円減少いた

しましたが、現金及び預金が27億66百万円増加いたしました。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ30億46百万円増加し、541億92百万円となりま

した。土地等の有形固定資産が28億８百万円増加し、のれん等の無形固定資産も４億２百万円増加、投資その他の

資産は１億63百万円減少いたしました。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ34億26百万円増加し、1,050億78百万円となり

ました。短期借入金が32億53百万円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ８億98百万円減少し、236億16百万円となりま

した。長期借入金が４億53百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ８億57百万円増加し、177億22百万円となりまし

た。 
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② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ24億58

百万円（20.8％）増加し、142億53百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は37億６百万円（前期は37億23百万円の獲得）となりました。たな卸資産の減少20億

61百万円、減価償却費14億72百万円、売上債権の減少額と仕入債務の減少額の差額７億14百万円等によるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は17億71百万円（前期は11億20百万円の使用）となりました。有形固定資産を取得し

たことによる支出21億93百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は４億97百万円（前期は12億95百万円の使用）となりました。短期借入金の増加25億

88百万円、長期借入金の純減額15億45百万円等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。  

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期  

決算年月 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（百万円）  20,665  18,313  16,434  17,351

総資産（百万円）  184,237  150,693  143,032  146,417

株式時価総額（百万円）  20,863  17,639  16,338  10,743

有利子負債（百万円）  44,372  38,019  38,943  41,118

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △564  2,775  3,723  3,706

キャッシュ・フロー利息の支払額 

（百万円） 
 528  740  760  811

自己資本比率（％）  11.2  12.2  11.5  11.9

時価ベースの自己資本比率（％）  11.3  11.7  11.4  7.3

債務償還年数（年）  △78.7  13.7  10.5  11.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 △1.1  3.7  4.9  4.6
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

的な利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。 

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

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

めてまいります。 

なお、内部留保資金は、有利子負債の削減等、財務体質の一層の充実・強化に重点活用いたします。 

当期の配当金につきましては、連結最終利益が概ね計画に近い水準を確保できたこともあり、当初の予定通り、期

末配当は１株当たり２円50銭とさせていただきたいと考えております。この結果、中間期末に１株当たり２円50銭の

配当を実施しておりますので、年間配当は１株当たり５円となります。 

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

（中間配当２円50銭、期末配当２円50銭）を予想しております。 

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

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

   

(4）事業等のリスク 

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

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

す。 

① 市況商品である合板について 

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

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

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

以上のような、価格、数量に対する様々な変動要因によるリスクを軽減するため、当社グループはマレーシア（ミ

リ）及び中国にそれぞれ駐在員を派遣、現地メーカー等と常にコンタクトを取り情報収集を行う等、安定供給確保に

努めております。 

② 為替リスクについて 

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

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

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

経営成績に及ぼす影響を軽減するよう努めております。 

③ 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について 

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

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

平成21年度は、新設住宅着工戸数が775千戸（前期比25.4％減）、「持ち家」住宅着工戸数も286千戸（同7.6％

減）と前年度を大きく下回りました。 

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

所存であります。 

④ 信用リスクについて 

中核企業であるジャパン建材株式会社は、全国約１万件のお取引先と経常的な取引を行っております。取引に際し

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

変動を生じさせる要因となります。 

当社グループといたしましては、与信の分散化に努めるとともに、与信管理のシステム化や動態観察の重視等、き

め細かい管理と早期対応により、不良債権の増加抑制に努める所存であります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ＪＫホールディングス株式会社）、子会社74社、関連会社18

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

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

 当社グループの当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

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

グメント情報の区分と同一であります。また、連結子会社においてフランチャイズ事業及び建設工事業等を行ってお

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

 主な事業及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

(1）総合建材卸売事業  

合板、合板二次製品、建材及び住宅機器等の卸売販売等を営んでおり、連結子会社９社及び非連結子会社で持分

法非適用会社４社の計13社で構成されております。  

  

(2）合板製造・木材加工事業   

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

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

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

  

(3）その他の事業  

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

業、旅行業及び住宅ローン仲介業を営んでおり、連結子会社11社、非連結子会社で持分法適用会社33社、非連結子

会社で持分法非適用会社９社、関連会社で持分法適用会社１社及び関連会社で持分法非適用会社16社の計70社で構

成されております。 

  

２．企業集団の状況
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

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

望される場所にお届けすることを目標に、営業活動を展開しております。 

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

組みづくりにも取り組んでおります。 

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

上に努めてまいりました。 

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

って当社は純粋持株会社へ移行いたしました。 

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

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

上を目指したグループ経営を推進してまいります。 

(2）中長期的な経営戦略と目標とする経営指標 

前年度に平成19年度を初年度とする３年間の中期経営計画が終了したことから、その反省等を踏まえて平成22年度

を初年度とする向う３年間の中期経営計画を策定いたしました。 

前中期経営計画では、改正建築基準法の施行による住宅着工数の減少や、世界的な金融・経済の混乱など、当初想

定した経営環境と大きく異なる展開となったため、経営の基本方針や数値目標を大幅に修正せざるを得ませんでし

た。 

今次中期経営計画におきましては、国内住宅市場の規模拡大がそれほど見込めないとの前提に立ち、そのような環

境下でグループ収益力の改善と企業体質の強化を図るべく、以下の基本方針を掲げて業務運営に取り組んでまいる所

存であります。 

①連結ベースの収益力強化：ジャパン建材株式会社を中核にした営業力を強化し、業容の維持・拡大と利鞘の向上

を図るとともに、グループ全体での効率化推進や収益性が低い企業への対応等、連結ベースでの収益力向上に向

けた取り組みを一段と強化する。 

②財務体質の強化：キャッシュ・フロー重視の経営に努め、有利子負債の圧縮、資金調達手段の多様化など、財務

体質の強化にグループを挙げて取り組む。 

③市場規模縮小への対応策の検討：住宅市場の規模が大幅に縮小する中、業界の再編等が避けられない状況にあ

り、状況に応じた対応策を機動的に推進する。 

経営目標といたしましては、以下のような数値目標を掲げ、その実現を目指します。 

  

連結目標                                  （単位：億円、％） 

  

３．経営方針

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 経常利益率 

平成22年度 2,650 27 18 6 0.68 

平成23年度 2,700 30 22 10 0.81 

平成24年度 2,800 35 28 15 1.00 
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(3）会社の対処すべき課題 

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

整備が不可欠であるとの認識の下、以下の課題に取り組んでおります。 

① 営業拠点網の整備・再編 

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

め細かく対応できる営業拠点網の整備が必要となりますが、一方で各営業拠点毎の採算性も確保しなければなりま

せん。 

このような観点から、ジャパン建材株式会社を中心に、グループ全体で営業拠点網を見直し、必要な対策を講じ

てまいります。 

平成21年度におきましては、水戸資材営業所を新規出店する一方で、埼玉東、名古屋南、下関、鹿児島東、大阪

建設資材、住宅資材の各営業所・課を近隣営業所・課に統合したほか、古河営業所をグループ企業である東合交易

株式会社の北関東営業所に統合いたしました。 

平成22年度におきましても、４月１日付でジャパン建材株式会社の３営業所（東京中央、吹田、大川東）を近隣

営業所と統合、グループ企業であるジャパン建材沖縄株式会社の営業部門を吸収する形で沖縄営業所を開設いたし

ました。 

また、本年６月１日付で、グループ企業である東合交易株式会社をジャパン建材株式会社に統合し、両社の青森

営業所を統合する予定であります。 

② グループ企業の再編 

平成21年度におきましては、建築資材の小売業を中心とする持分法適用会社51社を統合等により34社に統合・再

編し、規模の拡大と効率化による収益力改善に取り組みました。 

平成22年度におきましても、上記持分法適用会社の更なる統合・再編に取り組むとともに、ジャパン建材株式会

社と東合交易株式会社の統合等、子会社群についても統合・再編を検討してまいります。 

③ 合板製造販売部門のコスト競争力の強化 

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

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

おります。 

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

④ 新興国市場の開拓 

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

成17年）に地元資本との合弁企業を設立し、中国国内での輸入建材並びに住宅機器等の販売を徐々に拡大させつつ

あります。 

また、中国南部の南寧地区に地元資本と合弁で合板製造工場を建設中で、中国国内での合板販売に加えて、日本

及び中近東・ヨーロッパ方面への輸出を計画しております。 

更に、ロシアの極東地区や台湾への建材輸出など、新興国市場開拓への取り組みを一段と強化してまいります。
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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21年３月31日) 

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 11,997 ※4  14,763

受取手形及び売掛金 ※5  67,342 ※5  66,318

有価証券 238 112

商品及び製品 ※4  8,212 ※4  6,858

仕掛品 138 109

原材料及び貯蔵品 832 521

未成工事支出金 1,617 1,545

繰延税金資産 71 112

その他 1,991 2,467

貸倒引当金 △555 △585

流動資産合計 91,886 92,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※4  10,591 ※4  10,318

機械装置及び運搬具（純額） 1,469 1,241

土地 ※4, ※8  30,202 ※4, ※8  33,609

リース資産（純額） 477 423

建設仮勘定 14 9

その他（純額） 259 221

有形固定資産合計 ※1  43,014 ※1  45,823

無形固定資産   

のれん － ※10  413

その他 709 697

無形固定資産合計 709 1,111

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,323 ※2  2,651

破産更生債権等 2,201 2,048

賃貸不動産 ※4  1,515 ※4  1,313

繰延税金資産 840 449

その他 ※2, ※3, ※7  2,368 ※2, ※3, ※7  2,479

貸倒引当金 △1,828 △1,686

投資その他の資産合計 7,421 7,258

固定資産合計 51,145 54,192

資産合計 143,032 146,417
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

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 74,749 ※4  75,108

短期借入金 ※4, ※5  14,148 ※4, ※5  17,401

1年内返済予定の長期借入金 ※4  8,454 ※4  8,029

1年内償還予定の社債 180 20

リース債務 193 202

未払法人税等 210 484

賞与引当金 334 494

役員賞与引当金 9 6

その他 ※4  3,371 ※4  3,329

流動負債合計 101,652 105,078

固定負債   

社債 50 10

長期借入金 ※4  16,111 ※4  15,657

リース債務 388 313

繰延税金負債 317 468

再評価に係る繰延税金負債 ※8  2,365 ※8  2,363

退職給付引当金 2,315 2,291

役員退職慰労引当金 508 474

債務保証損失引当金 156 156

負ののれん ※10  39 －

その他 ※4  2,262 ※4  1,881

固定負債合計 24,514 23,616

負債合計 126,166 128,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,600 2,600

資本剰余金 5,366 6,117

利益剰余金 9,022 8,980

自己株式 △16 △17

株主資本合計 16,971 17,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △303 △106

繰延ヘッジ損益 16 15

土地再評価差額金 ※8  △251 ※8  △238

評価・換算差額等合計 △537 △329

少数株主持分 431 371

純資産合計 16,865 17,722

負債純資産合計 143,032 146,417
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 275,921 255,553

売上原価 ※1  253,959 ※1  233,234

売上総利益 21,962 22,318

販売費及び一般管理費 ※2  20,576 ※2  20,383

営業利益 1,385 1,935

営業外収益   

受取利息 63 43

受取配当金 52 38

仕入割引 276 272

不動産賃貸料 269 277

雑収入 246 208

営業外収益合計 908 840

営業外費用   

支払利息 736 801

売上割引 547 521

持分法による投資損失 757 345

雑損失 195 139

営業外費用合計 2,237 1,808

経常利益 56 968

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1 ※3  9

投資有価証券売却益 － 85

関係会社株式売却益 － 63

役員賞与引当金取崩額 52 1

退職給付制度改定益 105 －

会員権売却益 － 2

補助金収入 － 33

特別利益合計 160 195

特別損失   

固定資産売却損 ※4  17 ※4  12

固定資産除却損 ※5  10 ※5  58

役員退職慰労金 26 31

減損損失 ※7  58 ※7  11

投資有価証券評価損 71 13

たな卸資産評価損 128 －

会員権評価損 ※6  6 ※6  0

貸倒引当金繰入額 139 －

合併関連費用 307 －

関係会社株式売却損 24 78

関係会社株式評価損 － 40

関係会社清算損 10 10

その他 － 22

特別損失合計 800 280

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△583 883

法人税、住民税及び事業税 278 642
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税等調整額 505 18

法人税等合計 784 661

少数株主利益又は少数株主損失（△） △58 9

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309 212
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 2,600 2,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,600 2,600

資本剰余金   

前期末残高 5,366 5,366

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 751

当期末残高 5,366 6,117

利益剰余金   

前期末残高 10,594 9,022

当期変動額   

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309 212

連結範囲の変動 16 7

合併による変動 － △100

土地再評価差額金の取崩 4 △16

当期変動額合計 △1,571 △42

当期末残高 9,022 8,980

自己株式   

前期末残高 △15 △16

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △16 △17

株主資本合計   

前期末残高 18,544 16,971

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309 212

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 16 7

合併による変動 － △100

土地再評価差額金の取崩 4 △16

当期変動額合計 △1,572 708

当期末残高 16,971 17,680
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 41 △303

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △344 196

当期変動額合計 △344 196

当期末残高 △303 △106

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △24 16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 △1

当期変動額合計 41 △1

当期末残高 16 15

土地再評価差額金   

前期末残高 △247 △251

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 12

当期変動額合計 △4 12

当期末残高 △251 △238

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △231 △537

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △306 208

当期変動額合計 △306 208

当期末残高 △537 △329

少数株主持分   

前期末残高 495 431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64 △59

当期変動額合計 △64 △59

当期末残高 431 371

純資産合計   

前期末残高 18,809 16,865

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309 212

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 16 7

合併による変動 － △100

土地再評価差額金の取崩 4 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △370 148

当期変動額合計 △1,943 857

当期末残高 16,865 17,722
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△583 883

減価償却費 1,553 1,472

減損損失 58 11

のれん償却額 102 169

貸倒引当金の増減額（△は減少） 278 △238

賞与引当金の増減額（△は減少） △508 157

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △226 △102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 △34

受取利息及び受取配当金 △115 △81

支払利息 736 801

持分法による投資損益（△は益） 757 345

投資有価証券売却損益（△は益） － △85

投資有価証券評価損益（△は益） 71 13

関係会社株式売却損益（△は益） 24 15

有形固定資産除却損 10 55

有形固定資産売却損益（△は益） 10 9

無形固定資産売却損益（△は益） 4 △5

無形固定資産除却損 － 3

会員権売却損益（△は益） － △2

会員権評価損 5 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,152 3,046

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,438 2,061

仕入債務の増減額（△は減少） △7,121 △2,331

その他の資産の増減額（△は増加） △519 △1,280

未払消費税等の増減額（△は減少） 145 △82

その他の負債の増減額（△は減少） △143 △114

差入保証金の増減額（△は増加） 50 6

たな卸資産評価損 － 40

合併関連費用 307 －

関係会社清算損益（△は益） 10 10

補助金収入 － △33

小計 4,472 4,705

利息及び配当金の受取額 118 86

法人税等の還付額 － 82

補助金の受取額 － 33

利息の支払額 △760 △811

法人税等の支払額 △107 △389

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,723 3,706
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △166 △767

定期預金の払戻による収入 175 676

有価証券の取得による支出 △109 △112

有価証券の売却による収入 111 109

有価証券の償還による収入 － 128

有形固定資産の取得による支出 △1,040 △2,193

有形固定資産の除却による支出 △0 △16

有形固定資産の売却による収入 174 82

無形固定資産の取得による支出 △13 △23

無形固定資産の売却による収入 0 17

投資有価証券の取得による支出 △137 △67

投資有価証券の売却による収入 139 153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※4  175

子会社株式の取得による支出 △36 △4

関係会社株式の取得による支出 △52 △98

関係会社株式の売却による収入 － 68

事業譲受による収入 － ※3  30

貸付けによる支出 △394 △401

貸付金の回収による収入 229 470

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,120 △1,771

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） 1,103 2,588

長期借入れによる収入 7,634 7,795

長期借入金の返済による支出 △8,071 △9,340

社債の償還による支出 △210 △210

新株予約権付社債の償還による支出 △1,272 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △185 △182

配当金の支払額 △282 △144

少数株主への配当金の支払額 △10 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,295 497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,307 2,432

現金及び現金同等物の期首残高 10,340 11,795

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 66 1

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 80 25

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  11,795 ※1  14,253
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 ①連結子会社  26社 

主要な連結子会社名 

ジャパン建材株式会社 

通商株式会社 

物林株式会社 

株式会社キーテック 

株式会社ハウス・デポ・ジャパン 

株式会社ＫＥＹ ＢＯＡＲＤについて

は、平成20年４月１日付、株式会社ハカモ

クについては、平成20年12月１日付の新規

設立に伴い、前連結会計年度において持分

法適用の非連結子会社でありました株式会

社エムジー建工については、平成21年３月

23日付の株式追加取得により、連結の範囲

に含めております。 

なお、当社の連結子会社であります株式

会社ＪＫ興産は、持分法適用の関連会社で

ありましたブルース・ジャパン株式会社を

当連結会計年度において吸収合併し、平成

21年３月２日付でブルース・ジャパン株式

会社に商号を変更しております。 

①連結子会社  28社 

主要な連結子会社名 

ジャパン建材株式会社 

通商株式会社 

物林株式会社 

株式会社キーテック 

株式会社ハウス・デポ・ジャパン 

東合交易株式会社については、平成21年

４月１日付の株式交換に伴い、クロカワベ

ニヤ株式会社については平成21年５月14日

付の新規設立に伴い、前連結会計年度にお

いて持分法適用の非連結子会社でありまし

た株式会社キタモクについては、平成21年

４月１日付の株式追加取得により、重要性

が増したため連結の範囲に含めておりま

す。 

なお、株式会社新若山は、平成21年７月

１日付の通商株式会社との合併による解散

に伴い、連結の範囲から除外しておりま

す。 

  ②非連結子会社 59社 

主要な非連結子会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

②非連結子会社 46社 

主要な非連結子会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社59社の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社46社の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないので、連結の

範囲から除外しております。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

２．持分法の適用に関する事

項 

①持分法適用の非連結子会社 49社 

主要な会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社 

株式会社ケイセイ建材は、平成20年12月

１日付の株式会社ハウス・デポ・ジャパン

保有の株式売却に伴い、ケービーワイ建材

株式会社は、平成21年３月18日付で清算手

続きが結了したことにより、当連結会計年

度より持分法適用の非連結子会社から除外

しております。 

また、明和住宅資材株式会社は、平成20

年５月27日付のジャパン建材株式会社の株

式取得に伴い、株式会社タケマサは、平成

21年１月１日付の株式会社ハウス・デポ・

ジャパンの株式取得に伴い、当連結会計年

度より持分法適用の非連結子会社に含めて

おります。  

①持分法適用の非連結子会社 33社 

主要な会社名 

株式会社ハウス・デポ仙台 

株式会社カワシン 

新いずみ建装株式会社       

 株式会社ハウス・デポ西東京、株式会社

穂高、ハートランドホームズ株式会社、有

限会社いがらし建材センター、有限会社ト

キオ建材、株式会社ハウス・デポ・タチカ

ワ、株式会社ハウス・デポ旭川東、有限会

社ハウス・デポ・村上、株式会社ブル・ケ

ン及び株式会社ケンオウは、合併による解

散に伴い、株式会社シンケン、有限会社ハ

ウス・デポ・シンドウ、株式会社ハウス・

デポ小松原及び有限会社新ナガモクは、株

式会社ハウス・デポ・ジャパンが保有する

株式の売却に伴い、株式会社ハウスデポ浜

松は、平成22年３月26日付で清算手続きが

結了したことにより、当連結会計年度より

持分法適用の非連結子会社から除外してお

ります。 

  ②持分法適用の関連会社 ２社 

株式会社野元 

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

②持分法適用の関連会社 １社 

  株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

 株式会社野元は、平成21年６月30日付で

当社が保有する株式の売却に伴い、当連結

会計年度より持分法適用の関連会社から除

外しております。 

  ③持分法を適用していない非連結子会社10

 社及び関連会社17社 

主要な会社名 

株式会社ダイコク  

ミズノ株式会社 

株式会社アイビ 

（持分法の適用範囲から除いた理由） 

持分法を適用していない非連結子会社10

社及び関連会社17社は、当期純損益及び利

益剰余金等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。  

③持分法を適用していない非連結子会社13

 社及び関連会社17社 

主要な会社名 

株式会社ダイコク  

ミズノ株式会社 

株式会社アイビ 

（持分法の適用範囲から除いた理由） 

持分法を適用していない非連結子会社13

社及び関連会社17社は、当期純損益及び利

益剰余金等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 ４．会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

………償却原価法（定額法） 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

……………同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

………決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

………同左 

  時価のないもの 

………移動平均法による原価法 

時価のないもの 

………同左 

  ②デリバティブ 

………時価法 

②デリバティブ 

………同左 

  ③たな卸資産 

商品及び製品 

  ………主として総平均法による原価

法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

③たな卸資産 

商品及び製品 

  ………同左 

  原材料……主として個別法による原価法

（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

原材料……同左 

  未成工事支出金 

……………個別法による原価法 

未成工事支出金 

……………同左 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用しており

ます。 

これにより、営業利益、経常利益はそれ

ぞれ240百万円減少し、税金等調整前当期

純損失は、369百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ２～60年 

機械装置及び運搬具 ２～15年 

（追加情報） 

当連結会計年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成20年4月30日 法律第23号）及び（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令の

一部を改正する省令平成20年4月30日財

務省令第32号））による法定耐用年数の

短縮を契機として見直しを行い、機械装

置について、耐用年数の短縮を行ってお

ります。 

これにより、当連結会計年度の営業利

益及び経常利益はそれぞれ38百万円減少

し、税金等調整前当期純損失は38百万円

増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

①有形固定資産（リース資産を除く） 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ２～60年 

機械装置及び運搬具 ２～15年  

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 

………定額法。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法。ま

た、その他の耐用年数は２～20年であり

ます。 

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。 

③リース資産 

………同左 

  ④長期前払費用 

………期間対応償却。なお、償却年数は

５～42年であります。 

④長期前払費用 

………同左 

  ⑤賃貸不動産 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、耐用年

数は７～45年であります。 

⑤賃貸不動産 

………定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法。なお、耐用年

数は３～47年であります。 
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項目 
前連結会計年度

(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 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、支給見

込額の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

  ③役員賞与引当金 

 一部の連結子会社は、役員賞与の支出に

備えて、当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。 

③役員賞与引当金 

同左 

  ④退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理して

おります。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定

率法により、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

④退職給付引当金 

同左 

  （追加情報） 

一部の連結子会社は、平成21年３月１日

に適格退職年金制度について、確定給付企

業年金制度へ移行しております。 

本移行に伴う影響額は特別利益として

105百万円計上されております。  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。なお、これによる営業

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役員退職慰労引当金  

 当社及び一部の連結子会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。  

⑤役員退職慰労引当金  

同左 

  ⑥債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被保

証先の財政状態を勘案して損失負担見込額

を計上しております。 

⑥債務保証損失引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(4）重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 なお、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理を採

用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象……外貨建予定取引、借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……同左 

ヘッジ対象……同左 

  ③ヘッジ方針 

 為替・金利に係る相場変動リスクを回避

する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘ

ッジを行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジの有効性評価方法 

 外貨建予定取引にかかる為替予約に関し

ては、重要な条件の同一性を確認し、有効

性を評価しております。 

 また、金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしており有効性が保証され

ているため、有効性の評価を省略しており

ます。 

④ヘッジの有効性評価方法 

同左 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

  ②連結納税制度の適用 

 当社及び一部の連結子会社は、連結納税

制度を適用しております。 

②連結納税制度の適用 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行ってお

ります。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。  

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、前連結会

計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得

価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上

する方法によっております。  

また、これによる損益への影響はありません。 

―――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「未成工事支出金」に区分掲記し

ております。 

なお、前連結会計年度の「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「未成工事支出金」は、それぞれ

8,093百万円、195百万円、908百万円及び1,997百万円で

あります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「受取利息及び受取配当

金」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「受取利息」「受取配当金」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度に含ま

れる「受取利息」「受取配当金」は、それぞれ55百万

円、54百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

前連結会計年度において、「有形固定資産売却益」

「有形固定資産売却損」「差入保証金の差入による支

出」「差入保証金の回収による収入」として区分掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計

年度より「有形固定資産売却損益（△は益）」「差入保

証金の増減額（△は増加）」にそれぞれ掲記しておりま

す。 

―――――― 

ＪＫホールディングス㈱（9896）平成22年３月期決算短信

25



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,126百万円 20,589百万円 

※２ 非連結子会社等に対するものは次のとおりでありま

す。 

※２ 非連結子会社等に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 707百万円

その他（出資金） 69  

投資有価証券（株式） 695百万円

その他（出資金） 67  

※３ このうち投資その他の資産その他（長期預け金）30

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

※３ このうち投資その他の資産その他（長期預け金）

百万円を宅地建物取引業法に基づき法務局に供託し

ております。 

25

※４ 担保資産と対応債務 ※４ 担保資産と対応債務 

（担保資産） （担保資産） 

建物及び構築物 1,110百万円

土地 8,379  

賃貸不動産 547  

商品及び製品（販売用不動産） 478  

計 10,516  

現金及び預金 133百万円

建物及び構築物 2,294  

土地 11,818  

賃貸不動産 509  

商品及び製品（販売用不動産） 70  

計 14,827  

（対応債務） （対応債務） 

短期借入金 936百万円

１年内返済予定の長期借入金 3,736  

長期借入金 2,824  

その他（未払金） 38  

その他（長期未払金） 173  

計 7,708  

短期借入金 2,367百万円

１年内返済予定の長期借入金 4,837  

長期借入金 5,466  

支払手形及び買掛金  86  

その他（未払金） 38  

その他（長期未払金） 134  

計 12,931  

(注) 担保資産には、対応債務のほか子会社の銀行

借入（77百万円）に対する担保資産が含まれ

ております。 

上記の担保に供している資産のほか、土地

173百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 

(注) 担保資産には、対応債務のほか子会社の銀行

借入（57百万円）に対する担保資産が含まれ

ております。 

上記の担保に供している資産のほか、土地

百万円については、購入先である協同組

合八戸総合卸センターが外部からの借入金を

返済するまでの間、既存の抵当権の設定を解

除することができません。 

173

※５ 手形を流動化した残高について、金融取引として処

理したことにより流動資産「受取手形及び売掛金」に

3,706百万円、流動負債「短期借入金」に3,160百万円

それぞれ含まれております。  

※５ 手形を流動化した残高について、金融取引として処

理したことにより流動資産「受取手形及び売掛金」に

百万円、流動負債「短期借入金」に 百万円

それぞれ含まれております。  

5,610 4,717
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前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

６ 保証債務 ６ 保証債務 

仕入債務保証 ダイソー住宅資材㈱ 6百万円

借入保証 ㈱ハウス・デポ沼津 20  

〃 ㈱クラウン通商 64  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 31  

〃 ㈱カワシン 451  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 80  

〃 
㈱ハウス・デポ西東

京 
60  

〃 ㈱野元 135  

〃 
上海銀得隆建材有限

公司 

 

(CNY 3,000千) 

43

〃 
大連銀得隆建材有限

公司 
27
  

〃 ㈱ケイセイ建材 19  

〃 ㈱ハウスデポ向陽 38  

〃 ㈱不二屋建材店 88  

〃 ㈱丸藤近藤商店 40  

〃 ㈱ハウスデポ・セキ 18  

〃 ㈱ハウス・デポ坂戸 17  

〃 
㈱ハウスデポ八王子

資材  
6
  

〃 邦永建工㈲  4  

〃 加藤住宅資材㈱  9  

〃 
㈲ハウス・デポ・タ

テシナ  
18
  

〃  新いずみ建装㈱ 34  

〃  ㈱ハウスデポ小樽 59  

〃  ㈲トキオ建材 13  

〃 ㈱埼玉三和      40  

〃 
木更津木材港団地協

同組合 
125
  

〃 
協同組合オホーツク

ウッドピア 
52
  

〃 従業員 45  

小計   1,547  

合計   1,554    

仕入債務保証 ダイソー住宅資材㈱ 7百万円

借入保証 ㈱ハウス・デポ沼津 20  

〃 ダイソー住宅資材㈱ 22  

〃 ㈱カワシン 436  

〃 ㈱ハウス・デポ仙台 66  

〃 ㈱野元 131  

〃 
上海銀得隆建材有限

公司 

 

(CNY 千) 

61

4,500

〃 
大連銀得隆建材有限

公司 
65
  

〃 ㈱マルタマ 89  

〃 ㈱ハウスデポ向陽 22  

〃 ㈱不二屋建材店 83  

〃 ㈱丸藤近藤商店 34  

〃 ㈱ハウスデポ・セキ 29  

〃 ㈱ケンオウ 15  

〃 ㈱ハウス・デポ国代 0  

〃 
㈱ハウスデポ八王子

資材  
4
  

〃 邦永建工㈲  2  

〃 加藤住宅資材㈱ 0  

〃 
㈲ハウス・デポ・タ

テシナ  
12
  

〃  新いずみ建装㈱ 30  

〃 ㈱ブル・ケン北海道 56  

〃 ㈱埼玉三和      36  

〃 ㈱ブル・ケン 46  

〃 ㈱ダイコク 30  

〃 
木更津木材港団地協

同組合 
101
  

〃 
協同組合オホーツク

ウッドピア 
29
  

〃 従業員 32  

小計   1,461  

合計   1,469  

※７ 取得価額から国庫補助金により控除した圧縮累計額 ※７ 取得価額から国庫補助金により控除した圧縮累計額

その他（造林事業費） 37百万円 その他（造林事業費） 37百万円
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前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※８ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

※８ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日改正）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令119号）第２条第５号に定める不動

産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の

合理的な調整を行って算出しております。 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令119号）第２条第５号に定める不動

産鑑定評価額並びに、第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の

合理的な調整を行って算出しております。 

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△3,546

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

百万円△3,865

９ 偶発債務 

 受取手形裏書高 百万円1

 受取手形割引高 百万円80

９ 偶発債務 

 受取手形割引高 百万円175

※10 のれん及び負ののれんの表示  

のれん及び負ののれんの表示は、相殺表示しており

ます。相殺前の金額は次のとおりであります。  

のれん  183百万円

負ののれん 222  

差引額 △39  

※10 のれん及び負ののれんの表示  

のれん及び負ののれんの表示は、相殺表示しており

ます。相殺前の金額は次のとおりであります。  

のれん  620百万円

負ののれん 206  

差引額 413  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(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 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。 

※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戻入額が売上原価

に含まれております。 

240百万円 56百万円 

※２ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。 

※２ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。 

１．運賃 3,055百万円

２．法定福利費 955  

３．従業員給料及び賞与 7,597  

４．賞与引当金繰入額 300  

５．役員賞与引当金繰入額 2  

６．減価償却費 905  

７．貸倒引当金繰入額 586  

８．退職給付費用 767  

９．役員退職慰労引当金繰入額 52  

10．賃借料 645  

11．その他 5,706  

合計 20,576  

１．運賃 2,752百万円

２．法定福利費 1,011  

３．従業員給料及び賞与 7,772  

４．賞与引当金繰入額 468  

５．役員賞与引当金繰入額 6  

６．減価償却費 900  

７．貸倒引当金繰入額 215  

８．退職給付費用 813  

９．役員退職慰労引当金繰入額 45  

10．賃借料 718  

11．その他 5,680  

合計 20,383  

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

機械装置及び運搬具 1百万円

その他（工具、器具及び備品） 0  

合計 1  

機械装置及び運搬具 3百万円

その他（借地権） 5  

合計 9  

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物と土地が一体になった固定資産を売却した際、

土地部分については売却益、建物、構築物、工具、

器具及び備品については売却損が発生している為、

売却損益を通算して固定資産売却損を計上しており

ます。  

建物及び構築物 24百万円

機械装置及び運搬具  0  

その他（工具、器具及び備品） 0  

土地  △14  

その他（施設利用権）  4  

合計 17    

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具  0  

賃貸不動産  11  

その他（工具、器具及び備品） 0  

合計 12  

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具 2  

その他（工具、器具及び備品） 1  

その他（ソフトウェア） 0  

合計 10  

建物及び構築物 48百万円

機械装置及び運搬具 4  

その他（工具、器具及び備品） 1  

その他（施設利用権） 0  

その他（リース資産（無形）） 3  

合計 58  

※６ 会員権評価損には、貸倒引当金繰入額１百万円を含

めて表示しております。 

※６ 会員権評価損には、貸倒引当金繰入額０百万円を含

めて表示しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※７ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、賃

貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用資産につきま

しては独立した最小の会計単位である営業所をグルー

ピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休資産につきま

しては各物件をグルーピングの単位としております。

 当連結会計年度において時価が著しく下落している

資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失58百万円として特

別損失に計上しております。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。 

場所 用途 種類

福島県郡山市 賃貸用資産等 土地 

千葉県浦安市他 遊休資産等 土地 

※７ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、賃

貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用資産につきま

しては独立した最小の会計単位である営業所をグルー

ピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休資産につきま

しては各物件をグルーピングの単位としております。

 当連結会計年度において時価が著しく下落している

資産グループにつきまして、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失 百万円として特

別損失に計上しております。 

 なお、賃貸用資産及び遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、路線価による相続税

評価額及び固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。 

場所 用途 種類

福島県郡山市 遊休資産 土地 

北海道小樽市他 遊休資産 土地 

11
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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

単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  28,292,112  －  －  28,292,112

合計  28,292,112  －  －  28,292,112

自己株式         

普通株式（注）  22,993  1,549  87  24,455

合計  22,993  1,549  87  24,455

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 

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

平成20年11月12日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  70 利益剰余金  2.50 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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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）１．普通株式の発行済株式数の増加1,247,904株は、株式交換に伴う新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,109株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

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（注１）  28,292,112  1,247,904  －  29,540,016

合計  28,292,112  1,247,904  －  29,540,016

自己株式         

普通株式（注２）  24,455  1,109  －  25,564

合計  24,455  1,109  －  25,564

  
（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6月26日 

定時株主総会 
普通株式  70  2.50 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

平成21年11月9日 

取締役会 
普通株式  73  2.50 平成21年9月30日 平成21年12月4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22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式  73 利益剰余金  2.50 平成22年3月31日 平成22年6月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 

(平成21年３月31日現在)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 11,997百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△202  

現金及び現金同等物 11,795  

現金及び預金勘定 14,763百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△509  

現金及び現金同等物 14,253  

 ２．重要な非資金取引の内容 

(1）平成21年３月１日付で、当社の連結子会社であり

ます株式会社ＪＫ興産は、持分法適用の関連会社で

ありましたブルース・ジャパン株式会社を吸収合併

し、平成21年３月２日付でブルース・ジャパン株式

会社に商号変更しております。これにより引継いだ

資産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

流動資産 1,182百万円 

固定資産 846  

資産合計 2,029  

流動負債 △1,787  

固定負債 △549  

負債合計 △2,336  

 ２．重要な非資金取引の内容 

通商株式会社及び東合交易株式会社との株式交換に

より資本剰余金が751百万円増加しております。 

(2）平成21年３月23日付の株式追加取得により、前連

結会計年度において持分法適用の非連結子会社で新

たに連結子会社になりました株式会社エムジー建工

の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

流動資産 296百万円 

固定資産 20  

資産合計 316  

流動負債 △122  

負債合計 △122  

  

  
  

────── 

  
  

※３．事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳 

連結子会社であるクロカワベニヤ株式会社が株式会社

黒川ベニヤ商会から譲り受けた資産及び負債の主な内訳

並びに事業譲受による収入（純額）との関係は次のとお

りであります。 

流動資産 324百万円 

固定資産 205  

繰延資産 0  

資産合計 529  

流動負債 △387  

固定負債 △142  

負債合計 △529  

事業譲受のよる支出 －  

事業譲受のよる収入       

㈱黒川ベニヤ商会の現金及
び現金同等物  

30  
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

────── 

  
  

※４．株式交換により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

株式交換により新たに東合交易株式会社を連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 2,044百万円 

固定資産 1,194  

資産合計 3,238  

流動負債 △2,949  

固定負債 △603  

のれん相当額 484  

負債合計 △3,067  

東合交易㈱株式の取得価額 170  

株式交換による交付した当
社株式 

170  

差引：東合交易㈱取得のた
めの支出 

－  

東合交易㈱の現金及び現金
同等物 

175  
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（注）１．事業区分の方法 

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

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

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
総合建材卸
売事業 
（百万円） 

合板製造・
木材加工事
業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 
            

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 267,600 6,361 1,959  275,921  － 275,921

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

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

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

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

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
            

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

減価償却費 196 656 796  1,648 (46) 1,602

減損損失 － － 58  58  － 58

資本的支出 16 750 1,794  2,560  － 2,560

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） 
            

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 244,251 5,276 6,024  255,553  － 255,553

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 2,347 3,500 5,049  10,898 (10,898) －

計 246,599 8,777 11,074  266,451 (10,898) 255,553

営業費用 245,225 9,045 10,666  264,937 (11,320) 253,617

営業利益又は営業損失（△） 1,373 △267 408  1,514  421 1,935

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
            

資産 92,274 9,361 40,613  142,248  4,168 146,417

減価償却費 268 619 788  1,676 (63) 1,613

減損損失 － － 11  11  － 11

資本的支出 224 304 2,016  2,545  － 2,545
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２．各事業区分の主要商品及び製品 

  

３．会計方針の変更 

（前連結会計年度）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４. (1）③ に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しておりま

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

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

  

４．追加情報 

（前連結会計年度） 

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

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

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

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

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

円増加しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

事業区分 売上区分 主要商品及び製品

総合建材卸売事業 

合板 ラワン合板、針葉樹合板、雑木合板等 

合板二次製品 木質内装材、化粧合板、床材、天井材、外装材等木質系建材 

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

材、壁面材、天井材等非木質系建材 

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

槽、トイレ用品、窓周り商品、照明器具、家電製品等 

その他 建築工事請負、土地付住宅の建売分譲 

合板製造・木材加

工事業 
合板等 

ラワン合板、針葉樹合板、構造用ＬＶＬ（単板積層材）、大断面構造用集成

材、２×４パネル 

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

建設工事業、旅行業、保険代理業 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注）１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

該当事項はありません。 

  

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） 

重要性がないため記載を省略しております。  

  

リース取引、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、税効果会計、賃貸等

不動産、関連当事者情報、企業結合等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）

前連結会計年度 
(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 581円37銭

１株当たり当期純損失金額 46円33銭

１株当たり純資産額 円 銭587 89

１株当たり当期純利益金額 円 銭7 18

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

 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。 

  
前連結会計年度末
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末
（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  16,865  17,722

純資産の部の合計金額から控除する金額（百万円）  431  371

（うち少数株主持分）  (431)  (371)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  16,434  17,351

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株） 

 28,267,657  29,514,452

  
前連結会計年度

(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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額 
          

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △1,309  212

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △1,309  212

期中平均株式数（株）  28,268,408  29,515,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

－ － 

（重要な後発事象）

（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）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

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 2,156 1,648

有価証券 109 109

前払費用 104 108

繰延税金資産 24 42

未収入金 395 427

関係会社短期貸付金 3,388 3,871

その他 106 13

流動資産合計 6,286 6,221

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,391 13,134

減価償却累計額 △6,001 △5,061

建物（純額） 8,389 8,072

構築物 1,145 1,153

減価償却累計額 △816 △865

構築物（純額） 329 287

船舶 13 13

減価償却累計額 △13 △13

船舶（純額） 0 0

車両運搬具 370 352

減価償却累計額 △308 △309

車両運搬具（純額） 61 43

工具、器具及び備品 575 581

減価償却累計額 △348 △384

工具、器具及び備品（純額） 227 197

土地 26,738 28,455

リース資産 221 214

減価償却累計額 △51 △89

リース資産（純額） 170 125

建設仮勘定 14 9

有形固定資産合計 35,933 37,192

無形固定資産   

借地権 473 462

ソフトウエア 8 6

施設利用権 63 62

リース資産 49 43

無形固定資産合計 596 574

投資その他の資産   

投資有価証券 1,372 1,702

関係会社株式 9,835 10,641

出資金 240 240

関係会社出資金 66 67

長期貸付金 23 9
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

関係会社長期貸付金 1,399 877

従業員に対する長期貸付金 17 11

敷金 154 145

繰延税金資産 139 －

その他 381 380

投資損失引当金 － △137

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 13,609 13,916

固定資産合計 50,139 51,683

資産合計 56,425 57,904

負債の部   

流動負債   

短期借入金 9,480 12,360

1年内返済予定の長期借入金 7,049 6,531

1年内償還予定の社債 80 －

リース債務 67 60

未払金 493 327

未払費用 75 71

未払法人税等 － 287

未払消費税等 111 42

預り金 36 32

賞与引当金 22 53

その他 28 62

流動負債合計 17,445 19,828

固定負債   

長期借入金 12,943 11,236

リース債務 153 108

長期未払金 92 66

繰延税金負債 － 42

退職給付引当金 1,401 1,500

役員退職慰労引当金 425 381

再評価に係る繰延税金負債 2,361 2,358

負ののれん 38 30

その他 235 240

固定負債合計 17,651 15,964

負債合計 35,096 35,793
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

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 2,600 2,600

資本剰余金   

資本準備金 5,361 6,112

その他資本剰余金 4 4

資本剰余金合計 5,366 6,117

利益剰余金   

利益準備金 489 489

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,023 1,006

別途積立金 11,900 11,900

繰越利益剰余金 466 323

利益剰余金合計 13,880 13,719

自己株式 △16 △17

株主資本合計 21,829 22,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △243 △67

土地再評価差額金 △257 △241

評価・換算差額等合計 △501 △309

純資産合計 21,328 22,111

負債純資産合計 56,425 57,904
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収入 4,670 4,171

営業費用   

従業員給料及び賞与 966 981

賞与引当金繰入額 22 53

法定福利費 197 198

福利厚生費 65 56

租税公課 397 343

退職給付費用 194 247

役員退職慰労引当金繰入額 21 19

減価償却費 755 675

その他 1,004 898

営業費用合計 3,624 3,473

営業利益 1,045 697

営業外収益   

受取利息 126 94

受取配当金 44 31

雑収入 58 40

営業外収益合計 230 166

営業外費用   

支払利息 549 564

社債利息 1 0

雑損失 18 15

営業外費用合計 569 580

経常利益 706 283

特別利益   

固定資産売却益 0 7

役員賞与引当金取崩額 31 －

会員権売却益 － 2

投資有価証券売却益 － 31

特別利益合計 32 41

特別損失   

固定資産売却損 12 0

固定資産除却損 0 22

役員退職慰労金 14 27

会員権評価損 6 0

関係会社株式評価損 － 72

減損損失 59 13

投資有価証券評価損 70 11

投資損失引当金繰入額 － 137

特別損失合計 163 284

税引前当期純利益 575 40

法人税、住民税及び事業税 △185 △2

法人税等調整額 259 41

法人税等合計 74 39

当期純利益 500 0
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(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 2,600 2,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,600 2,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,361 5,361

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

当期変動額合計 － 751

当期末残高 5,361 6,112

その他資本剰余金   

前期末残高 4 4

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 4 4

資本剰余金合計   

前期末残高 5,366 5,366

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 751

当期末残高 5,366 6,117

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 489 489

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 489 489

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,041 1,023

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △17 △16

当期変動額合計 △17 △16

当期末残高 1,023 1,006
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(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 11,900 11,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,900 11,900

繰越利益剰余金   

前期末残高 226 466

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 17 16

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益 500 0

土地再評価差額金の取崩 4 △16

当期変動額合計 240 △143

当期末残高 466 323

利益剰余金合計   

前期末残高 13,657 13,880

当期変動額   

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益 500 0

土地再評価差額金の取崩 4 △16

当期変動額合計 223 △160

当期末残高 13,880 13,719

自己株式   

前期末残高 △15 △16

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △16 △17

株主資本合計   

前期末残高 21,607 21,829

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益 500 0

土地再評価差額金の取崩 4 △16

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 222 590

当期末残高 21,829 22,420
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(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 49 △243

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △293 176

当期変動額合計 △293 176

当期末残高 △243 △67

土地再評価差額金   

前期末残高 △253 △257

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 16

当期変動額合計 △4 16

当期末残高 △257 △241

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △203 △501

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 192

当期変動額合計 △298 192

当期末残高 △501 △309

純資産合計   

前期末残高 21,404 21,328

当期変動額   

株式交換による増加 － 751

剰余金の配当 △282 △144

当期純利益 500 0

土地再評価差額金の取崩 4 △16

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 192

当期変動額合計 △76 782

当期末残高 21,328 22,111
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 該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

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  

・退任取締役（平成22年３月31日付）  

   取締役 平 國雄 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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