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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 15,930 △10.6 10 △97.7 278 △63.9 134 △68.0

21年3月期 17,824 △11.2 480 △37.9 772 △29.6 419 △32.2

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 15.26 ― 1.6 1.6 0.1
21年3月期 47.61 ― 5.2 4.4 2.7

（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 17,107 8,225 48.1 933.79
21年3月期 17,115 8,158 47.7 926.16

（参考） 自己資本   22年3月期  8,225百万円 21年3月期  8,158百万円

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 222 △410 △472 543
21年3月期 1,505 △490 △440 1,205

2.  配当の状況 

（注）配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00 123 29.4 1.5
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 88 65.5 1.1

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

8,928 25.3 198 ― 195 339.0 150 693.5 17.09

通期 18,298 14.9 494 ― 487 74.9 321 139.1 36.48
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(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、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 8,832,000株 21年3月期 8,832,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  23,348株 21年3月期  23,256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 15,338 △10.6 △3 ― 259 △65.6 124 △69.9

21年3月期 17,163 △11.2 466 △38.4 753 △30.0 412 △32.5

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 14.08 ―

21年3月期 46.82 ―

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 16,861 8,194 48.6 930.27
21年3月期 16,831 8,137 48.4 923.82

（参考） 自己資本 22年3月期  8,194百万円 21年3月期  8,137百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績
は、異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

8,578 25.6 185 ― 181 354.6 140 741.6 15.92

通期 17,578 14.6 468 ― 459 77.0 302 144.2 34.39
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(1）経営成績に関する分析 

（当企業グループを取り巻く外部環境） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策をはじめとする政策効果などにより、個人消費の持ち

直しや、世界的な金融危機による景気後退局面から、世界経済での一部回復の兆候がみられてきたものの、自律性に

乏しく、物価動向に緩やかなデフレの傾向がみられることに加え、雇用情勢に依然厳しさが残るなど、厳しい状況で

推移しました。 

 当企業グループの属する建設関連業界においても、経済動向の回復兆候により、住宅着工件数推移に下げ止まり感

がみられたものの、企業収益の先行きに対する不透明感から設備投資抑制の影響を受け、公共投資、民間投資ともに

厳しい状況で推移しました。 

（当社の取り組み） 

 このような状況のなか、当企業グループにおいては、営業ネットワーク網の拡充、地域密着営業による新規需要の

獲得及び既存得意先への深耕営業を進めてまいりました。新規需要の獲得については、平成21年６月に栃木県宇都宮

市へ宇都宮営業所を、同９月には東京都大田区へ蒲田営業所をそれぞれ開設いたしました。この出店によって首都圏

での需要の取り込みをさらに進めてまいりました。 

 また、８月からはさらなる増収を図るべく、大きく営業方針の転換を推進し、積極的な受注活動を行ってまいりま

した。 

 子会社の株式会社木村電気工業においても、世界的な景気後退局面から、自律性に乏しい景気回復の動きの中で、

営業エリア及び取扱商品の見直し等、新たな需要の掘り起こしにより業績の向上を図ってまいりました。 

 加えて、平成21年4月にＭ＆Ａにより栃木県宇都宮市の電気工事会社八汐電気株式会社の株式を取得し、物件情

報、取扱商品、受注活動等にシナジー効果を図ってまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の連結売上高は 千円（前期比89.4％）となり、同利益面におきましては営業

利益 千円（前期比2.3％）、経常利益 千円（前期比36.1％）、当期純利益 千円（前期比

32.0％）となりました。 

（次期の見通し） 

 今後のわが国経済は、雇用情勢の悪化、設備投資の低迷等、景気回復のリスク材料は依然、高止まりしているもの

の、数年来続いた金融市場を中心とした世界的景気の減退から緩やかな回復傾向にあり、今後も回復基調が続くもの

と思われます。 

 当企業グループの属する建設関連業界におきましても、企業収益の回復に伴い設備投資の復調が予想され、家計部

門への波及により個人消費の回復も期待されることから、ＬＥＤ照明、太陽光発電、有機ＥＬ等、省エネ・環境対策

関連商品を中心に、新商品に関する個人消費を触発する需要が上向いてくるものと予想しております。 

 このような経済環境下において、当企業グループは更なる経営基盤の拡充を図るべく、営業拠点の新設を含め、Ｍ

＆Ａ等を視野に入れた戦略により、営業ネットワーク網の拡充によるシェア拡大に努めてまいります。  

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金の増加があったものの、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ

千円減少し、 千円となりました。 

 固定資産は、関係会社株式の取得、蒲田営業所の開設及び新設営業所用地取得、リース資産の増加等により、前連

結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等があったものの、短期借入金の返済による減少等により、前連結会計年

度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

 固定負債は、リース負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりまし

た。 

 純資産は、剰余金の配当があったものの、当期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ 千円増加

し、 千円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて 千

円減少し、 千円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等があったものの、仕入債務の増加等により

千円（前年同期に得られた資金は 千円）となりました。 

１．経営成績

15,930,909

10,834 278,818 134,406

7,884 17,107,730

299,139 7,051,252

291,254 10,056,478

197,464 8,003,210

122,521 879,099

67,058

8,225,420

661,169

543,998

222,317 1,505,358
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（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、関係会社株式の取得及び新設営業所の土地・建物の取得等に係る支払い等により

千円（前年同期に使用した資金は 千円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、借入金等の返済及び利益配当金の支払い等により、 千円（前年同期に使

用した資金は 千円）となりました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記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 

キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

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。 

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．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キャッシュ・フローを使用しております。 

４．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、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。 

５．平成19 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成18 年３月期以前については記載しておりませ

ん。 

(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、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策とした配当政

策を実施しております。 

内部留保資金につきましては、総合的な経営基盤の強化ならびに事業展開に必要な資金として有効に活用してまい

りたいと考えております。 

当社の剰余金の配当は、中間と期末の年２回実施する方針であり、中間配当については取締役会、期末配当につい

ては株主総会で決定致します。なお、中間配当は毎年９月30日を基準日として行うことができる旨を定款で定めてお

ります。 

当事業年度につきましては、誠に遺憾ながら中間配当金は無配とさせて頂きましたが、期末配当金を１株当たり10

円とし、年間の配当金１株当たり10円とさせていただく予定であります。 

次期につきましては、引き続き先行き不透明な経営環境が予想されることから、安定配当継続のために尽力してま

いりますが、現段階では未定とさせていただきます。 

410,876 490,548

472,610

440,377

  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

株主資本比率（％）  －  40.4  44.6  47.7  48.1

時価ベースの株主資本比率

（％） 
 －  43.2  29.1  17.3  17.6

キャッシュフロー対有利子負

債比率（年） 
 －  7.6  4.4  3.7  23.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  20.5  22.8  27.5  6.7
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(4）事業等のリスク 

 当社企業グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下におい

て、当社企業グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重

要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社企業グループ

はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当

社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項目以外の記載事項を慎重に検討した上で、行っていただくよう

お願い致します。 

 なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点にご留意

ください。また、将来事項に関する記述につきましては当連結事業年度末（平成22年３月31日）現在において当社が

判断したものであります。 

（田中商事株式会社の事業環境について） 

 当社の販売先が属する建築関連業界は、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を比較的受けやすい

傾向にあります。したがって、景気の低迷による所得見通しの悪化、市場金利の上昇、地価上昇及び税制の強化等に

より、事業環境が悪化した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 特に、当社の営業地域において、これらの外部環境要因の悪化が生じ、建築・設備工事発注者の投資意欲の抑制

や、一般消費者のマイホーム購買意欲の減退等により、設備投資件数または新設住宅着工戸数の減少等が生じた場合

には、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、景気低迷の影響により、電気設備資材の需要が低迷した場合には、当社と同業者との競合が激化し、取扱商

品の販売価格が下落する等により当社の利幅が縮小する可能性があります。 

（田中商事株式会社営業所の自社所有について） 

 当社は営業所を自社保有とすることを基本方針としており、現在の営業所53ヵ所のうち、自社保有物件は49ヵ所

（このうち、２ヵ所は建物のみ自社保有）であります。営業所を自社保有とする理由は、倉庫や駐車場等の営業設備

を、当社戦略に合致させるように自由に企画・設置できること、並びに金融面・求人面等の社会的信用が向上すると

考えられること等にあります。 

 当社は、毎期１～３ヵ所の営業所新設を進めております。営業所新設のための所要資金は、１営業所当たり概算で

２～３億円程度を予定しており、当該資金は、主として自己資金及び金融機関からの借入金により賄う方針でありま

す。 

 営業所の新設にあたっては、事前のマーケティング調査を行うとともに、社内基準にしたがって、当社の収益が拡

大すると予想される地域に設置する方針であります。しかしながら、新設した営業所が当初計画したとおりの収益を

計上できなかった場合、あるいは、収益計上までに計画した以上の期間がかかった場合等には、投下資本の回収に時

間を要し、有利子負債残高の増加が負担となることから、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（田中商事株式会社仕入割引の計上について） 

 当社は、仕入代金の90％以上を現金で支払っており、各仕入先との契約により約２～３％の割引率で仕入割引料を

受領し、損益計算書の営業外収益に計上しております。仕入代金の支払いにあたっては、当社は今後とも現金支払率

を上げる方針でありますが、市場金利の変動、あるいは当該仕入割引率が変更になった場合等には、当社業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

（当社企業グループ業績の季節的な変動について） 

 当社企業グループは、各種建造物の電気工事に使用される電気材料及び電気器具を主たる商品として取扱っている

ことから、当社の売上高は、建設工事の竣工が集中する年末近くの11月及び12月、並びに年度末の３月に増加する傾

向があります。したがって、当社業績は下半期に偏重する傾向があります。 
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 当社企業グループは、当社と子会社２社で構成されており、電気設備資材の卸売り、ケーブルテレビ用等のコネクタ

の製造・販売、電気設備工事を主たる事業としております。 

 なお、当連結会計期間において、八汐電気株式会社の株式を取得し、100％子会社としております。 

 これらを系統図でしますと、次のとおりであります。 

（注） 無印 連結子会社 

※１ 非連結子会社で持分法非適用会社  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社企業グループは、親会社である田中商事株式会社と子会社の株式会社木村電気工業及び八汐電気株式会社で構

成されております。  

 田中商事株式会社は、仕入先において、特定のメーカー系列に属さない自主独立の経営姿勢を貫き、専業メーカー

をはじめとする国内主要メーカーから幅広い商品を得意先のニーズに合わせ、提供しております。また、取り扱って

いる商品は、学校・公園・道路等の公共施設、ビル・マンション・工場・一般家庭等の民間設備、その他あらゆる建

設物に対するリフォームを含めた電気設備資材全般であります。具体的には、以下のように分類しております。 

 田中商事株式会社は、独立系商社という自社の持ち味を営業戦略の一環として「当社はこれが特徴(ポリシー)で

す」を社内外に掲げ、得意先との一層の連帯を深め、競合他社との差別化及び業容の拡大を図っております。 

 特徴(ポリシー)の主旨は以下のとおりであります。 

 田中商事株式会社の心得として商社の原点は、得意先に対して必要な物を、必要な時に、必要な場所へお届けする

ことであります。競合他社の中では広域とされる当社の営業ネットワーク網を活用した配送を、自社便にて、どんな

細かい物でも現場まで迅速にお届けすることを心がけております。 

 田中商事株式会社は円滑な商品供給を心がけているため、各営業所は倉庫を併設した自社所有になっており、常

時、得意先のニーズに応じる品揃えにしております。また、万が一、商品の在庫切れが起きても、営業所間を結ぶ

「オンライン電算システム」をフルに活用し、リアルタイムに全店の在庫商品を把握できることにより営業所相互間

の商品融通で常に得意先への的確かつ円滑な商品供給を図っております。 

 田中商事株式会社は、業界では随一の広域ネットワークで営業展開を図っております。このことにより、競合他社

との差別化を明確にし、得意先の信頼を勝ち得ております。今後も営業所の出店およびＭ＆Ａにより営業ネットワー

クを拡大する方針は、経営戦略の柱の一つとして継続してまいります。 

 子会社である株式会社木村電気工業は、電気部品メーカーとして主にケーブルテレビ用等コネクタの部品製造・販

売を行っております。 

 平成18年８月に田中商事株式会社が株式を取得したことにより、グループ企業となりました。ケーブルテレビ用コ

ネクタの部品製造に留まることなく、グループでの連携を徹底して相乗効果を存分に生かした方針で推進してまいり

ます。 

 また、平成21年４月に栃木県宇都宮市で電気工事業を営む八汐電気の株式を取得致しました。 

３．経営方針

商品分類 主な用途

 照明器具類 
公園・道路・ビル・マンション・工場・戸建住宅等に使用してい

る照明器具類。 

 電  線  類 

照明器具・配線器具等へ電気を供給するための電線及びこの電線

を保護するためのパイプ類。 

セキュリティ、ＯＡ対応の電線類。 

 配・分電盤類 
電気供給における配電盤・分電盤類及び大容量の電気を必要とす

るビル・マンション・工場等で使用される受電設備機器類。 

 家 電 品 類 
一般家庭・店舗・事務所等で使用するエアコン類をはじめとする

家電品類。 

 そ  の  他 電気・設備業者様が必要な工具類全般等。 

配送の革命（原点）を実行しています 

品揃えは抜群です 

全国ネットでご奉仕します 
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(2）中長期的な会社の経営戦略  

 今後の国内経済は、金融市場の混乱に端を発した世界経済悪化の影響を受けて低迷した景気動向が昨年後半以降、

緩やかに回復基調を辿っており、平成23年３月期も引き続き持ち直していくものと思われます。今期後半には、デフ

レの懸念は残っているものの、企業収益の改善が進むことで、設備投資の下げ止まりや、雇用情勢の改善、個人消費

の回復などが期待できるものと考えられます。 

 当企業グループの属する業界においては、新設住宅着工戸数の回復が遅れていることにより、需要水準は前年より

は向上しているものの、平成23年３月期前半は一昨年には及ばず、引き続き厳しい競争が予想されます。しかしなが

ら、平成23年３月期後半以降については、企業収益の回復にともなって、業界特有のタイムラグによる影響はあるも

のの、数年来手控えられていた設備投資、建築遅延等による需要も出てくるものと思われます。また、建築着工減少

のリスクを回避するものとしてリニューアル需要、エコ関連等の新規需要等の獲得チャンスが広がることも期待され

ます。 

 このような経済環境下にあって、当企業グループは、新規出店による多店舗展開、Ｍ＆Ａ等による需要の獲得を通

じて、営業ネットワーク網の拡大を図り、業績向上に努めてまいります。 

 具体的には、平成22年３月期まで53ヵ所にて運営してきた営業所展開を、平成23年３月期には、西日本の強化を図

るべく、特に九州地区の需要のさらなる獲得に向けて、熊本県熊本市と福岡県北九州市にそれぞれ営業所を開設し、

先に開設した福岡営業所と併せて、九州地区の需要をさらに取り込んでまいります。平成24年３月期以降も、多店舗

展開による経営基盤の拡充は、１～３ヵ所の出店を計画し、営業ネットワーク網のさらなる拡大を予定しておりま

す。当企業グループにおける出店戦略は、経営戦略の重要な柱の一部である為、今後も首都圏強化および西日本の拡

大を積極的に進めてまいります。また、このような出店戦略に加え、早期需要取り込みの手段として、Ｍ＆Ａにも引

き続き慎重かつ積極的に取り組んでまいります。  

(3）会社の対処すべき課題 

 今後のわが国経済は、雇用情勢などに厳しさが残るものの、世界経済の回復や、企業収益の改善等により、景気の

持ち直し傾向が緩やかに続いていくものと思われます。しかしながら、国内の物価動向におけるデフレの懸念等、景

気を下押しするリスク材料が引き続き存在することも予想され、予断の許さぬ状況は依然、継続するものと思われま

す。  

 当企業グループの属する建設関連業界におきましても、石油等の資源価格の乱高下などが景気回復に少なからず影

響を与える可能性があることに加え、公共投資が弱含んでいるものの、企業収益の改善等により、年度後半には需要

が上向いてくるものと予測しております。 

 このような経済環境において、当企業グループは更なる経営基盤の拡充を図るべく、営業拠点の新設をはじめ、Ｍ

＆Ａ等を通じて業容の拡大を図ってまいります。 

 具体的には、営業ネットワークの拡充においては、現在53ヵ所の営業拠点に加えて、熊本県熊本市、福岡県北九州

市に営業所を新設する等、全国ネットワークの拡大を計画し、市場占有率の向上に注力してまいります。営業ネット

ワーク網の拡充は、当社の重要な戦略であり、毎年１～３営業所の新設営業所の開設を推進することにより、首都圏

をはじめ北海道から九州にかけて全国的な需要獲得で経営基盤の強化に努めてまいります。 

 また、Ｍ＆Ａについては、関連業種を含めた幅広い調査を行い、積極的に推進してまいります。 

 さらに営業戦略として、引き続き新規顧客開拓及び既存顧客の需要の掘り起こしを行うことで、更なる地域シェア

の拡大を図るとともに、物件の積極的な受注活動を展開していくことで、収益の創造と獲得を図ってまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,205,168 543,998

受取手形及び売掛金 4,819,012 5,017,171

商品及び製品 1,128,573 1,242,527

原材料及び貯蔵品 112,916 114,195

繰延税金資産 61,645 62,358

その他 53,303 89,363

貸倒引当金 △30,227 △18,363

流動資産合計 7,350,391 7,051,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,542,788 5,667,834

減価償却累計額 △2,962,293 △3,111,764

建物及び構築物（純額） 2,580,495 2,556,070

土地 6,395,474 6,505,085

その他 780,085 944,019

減価償却累計額 △660,639 △701,565

その他（純額） 119,445 242,454

有形固定資産合計 9,095,415 9,303,610

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 22,233 15,320

無形固定資産合計 205,488 198,575

投資その他の資産   

繰延税金資産 331,972 330,441

その他 258,243 351,622

貸倒引当金 △125,895 △127,770

投資その他の資産合計 464,320 554,292

固定資産合計 9,765,223 10,056,478

資産合計 17,115,615 17,107,730
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（単位：千円）

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 2,016,331 2,319,543

短期借入金 5,620,000 5,240,000

未払法人税等 205,574 114,256

賞与引当金 85,088 81,708

その他 273,680 247,702

流動負債合計 8,200,674 8,003,210

固定負債   

退職給付引当金 493,602 511,828

役員退職慰労引当金 248,800 246,600

その他 14,176 120,671

固定負債合計 756,578 879,099

負債合計 8,957,253 8,882,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,139,481 6,203,417

自己株式 △13,452 △13,491

株主資本合計 8,150,382 8,214,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,979 11,139

評価・換算差額等合計 7,979 11,139

純資産合計 8,158,362 8,225,420

負債純資産合計 17,115,615 17,107,730
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 17,824,960 15,930,909

売上原価 14,480,989 13,228,624

売上総利益 3,343,971 2,702,285

販売費及び一般管理費 2,863,019 2,691,451

営業利益 480,952 10,834

営業外収益   

受取利息 1,767 494

仕入割引 300,685 266,097

その他 43,297 34,467

営業外収益合計 345,750 301,060

営業外費用   

支払利息 54,556 33,021

その他 14 55

営業外費用合計 54,570 33,076

経常利益 772,132 278,818

特別利益   

固定資産売却益 3,243 901

前期損益修正益 985 1,598

特別利益合計 4,228 2,500

特別損失   

固定資産除却損 531 358

固定資産売却損 1,147 561

特別損失合計 1,678 919

税金等調整前当期純利益 774,682 280,399

法人税、住民税及び事業税 326,103 147,282

法人税等調整額 29,135 △1,289

法人税等合計 355,239 145,992

当期純利益 419,443 134,406
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 1,073,200 1,073,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,073,200 1,073,200

資本剰余金   

前期末残高 951,153 951,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

利益剰余金   

前期末残高 5,896,217 6,139,481

当期変動額   

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 419,443 134,406

当期変動額合計 243,264 63,936

当期末残高 6,139,481 6,203,417

自己株式   

前期末残高 △13,354 △13,452

当期変動額   

自己株式の取得 △97 △38

当期変動額合計 △97 △38

当期末残高 △13,452 △13,491

株主資本合計   

前期末残高 7,907,215 8,150,382

当期変動額   

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 419,443 134,406

自己株式の取得 △97 △38

当期変動額合計 243,166 63,897

当期末残高 8,150,382 8,214,280

田中商事㈱（7619）  平成22年３月期決算短信

12



（単位：千円）

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 15,143 7,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 △7,164 3,160

当期末残高 7,979 11,139

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,143 7,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 △7,164 3,160

当期末残高 7,979 11,139

純資産合計   

前期末残高 7,922,359 8,158,362

当期変動額   

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 419,443 134,406

自己株式の取得 △97 △38

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 236,002 67,058

当期末残高 8,158,362 8,225,420
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 774,682 280,399

減価償却費 216,044 226,760

のれん償却額 12,226 6,113

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,349 △9,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △71,594 △3,379

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,543 18,226

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,100 △2,200

受取利息及び受取配当金 △2,966 △994

支払利息 54,556 33,021

固定資産除売却損益（△は益） △1,564 18

売上債権の増減額（△は増加） 1,181,799 △195,474

たな卸資産の増減額（△は増加） 242,217 △115,233

差入保証金の増減額（△は増加） △1,100 △160

その他の資産の増減額（△は増加） 18,300 △43,973

仕入債務の増減額（△は減少） △457,545 309,425

その他の負債の増減額（△は減少） △86,125 14,788

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,198 △28,533

小計 1,919,035 488,815

利息及び配当金の受取額 2,966 994

利息の支払額 △54,659 △33,342

法人税等の支払額 △361,984 △234,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,505,358 222,317

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △495,416 △323,611

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,168 2,104

関係会社株式の取得による支出  △89,178

貸付けによる支出 △2,385 △51,278

貸付金の回収による収入 1,247 51,992

その他の支出 △2,378 △3,010

その他の収入 3,216 2,105

投資活動によるキャッシュ・フロー △490,548 △410,876

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） △90,000 △380,000

長期借入金の返済による支出 △64,000 －

社債の償還による支出 △110,000 －

リース債務の返済による支出  △21,401

自己株式の取得による支出 △97 △38

配当金の支払額 △176,280 △71,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,377 △472,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 574,432 △661,169

現金及び現金同等物の期首残高 630,735 1,205,168

現金及び現金同等物の期末残高 1,205,168 543,998
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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 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

株式会社木村電気工業 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

株式会社木村電気工業 

 平成21年４月10日に全株式を取得致しま

した八汐電気株式会社の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法の適用会社はありません。 持分法の適用会社はありません。 

 平成21年４月10日に全株式を取得致しま

した八汐電気株式会社の当期純損益及び利

益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、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 

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 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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）を採用しております。 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  ② 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。 

② たな卸資産 

同左 

  ィ．商品・製品・原材料 

 移動平均法 

  

   ロ．貯蔵品 

 終仕入原価法 

  

  （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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

────── 
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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） 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物 10年～50年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報）   

  

 連結子会社の機械装置については、従

来、耐用年数を10年としておりました

が、当連結会計年度より８年に変更して

おります。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機

に耐用年数を見直したことによるもので

あります。 

 これによる損益への影響は軽微であり

ます。 

────── 

   ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

  ③ 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

③ 長期前払費用 

同左 

  ④ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が適

用初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

④ リース資産 

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） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、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 

 従業員に支給する賞与の支払に備える

ため、支給見込額基準により計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により翌連結会

計年度から処理することとしておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

同左 

    （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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

 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。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは、取得時の子会社の事業計画、

業績の推移を検討のうえ、個別に合理的な

期間（３年）を設定し、均等償却しており

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カ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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 こ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」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ1,364,428千円、119,278千

円であります。 

────── 
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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．受取手形裏書譲渡高は、2,674千円であります。  １．受取手形裏書譲渡高は、1,578千円であります。 

※２ 無形固定資産の「その他」には、のれん6,113千円

が含まれております。 

────── 

（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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

運賃 千円29,608

貸倒引当金繰入額  49,026

役員報酬  87,611

給料  1,380,671

賞与  77,845

賞与引当金繰入額  80,508

退職給付費用  64,347

役員退職慰労引当金繰入額  14,300

福利厚生費  233,909

支払手数料  109,377

租税公課  119,705

減価償却費  203,114

不動産賃借料  88,038

通信費  53,525

修繕費  29,623

燃料費  69,255

消耗品費  26,378

水道光熱費  50,699

運賃 千円29,079

貸倒引当金繰入額  －

貸倒損失  791

貸倒引当金戻入額  9,988

役員報酬  73,753

給料  1,356,618

賞与  71,410

賞与引当金繰入額  74,653

退職給付費用  67,991

役員退職慰労引当金繰入額  13,500

福利厚生費  223,378

支払手数料  105,779

租税公課  114,273

減価償却費  214,747

不動産賃借料  88,034

通信費  52,123

修繕費  33,661

燃料費  55,099

消耗品費  26,342

水道光熱費  46,508

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 千円662

車両運搬具  2,580

計  3,243

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 千円90

車両運搬具  809

計  900

※３．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 千円208

車両運搬具  255

工具・器具・備品  66

計  531

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円141

工具・器具・備品  216

計  358

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円1,147

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円561
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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238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 

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） 普通株式の自己株式の株式数の増加92株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（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  8,832,000  －  －  8,832,000

合計  8,832,000  －  －  8,832,000

自己株式         

普通株式（注）  23,018  238  －  23,256

合計  23,018  238  －  23,256

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  123,325  14 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年11月10日 

取締役会 
普通株式  52,853  6 平成20年９月30日 平成20年12月９日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  70,469 利益剰余金  8 平成21年３月31日 平成21年６月26日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  8,832,000  －  －  8,832,000

合計  8,832,000  －  －  8,832,000

自己株式         

普通株式（注）  23,256  92  －  23,348

合計  23,256  92  －  23,348
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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 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  70,469  8 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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24日 

定時株主総会 
普通株式  88,086 利益剰余金  10 平成22年３月31日 平成22年６月25日

（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 千円1,205,168

預入期間が３カ月を超える定期預金等  －

現金及び現金同等物  1,205,168

現金及び預金勘定 千円543,998

預入期間が３カ月を超える定期預金等  －

現金及び現金同等物  543,998
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（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 
①リース資産の内容 
 該当事項はありません。 

①リース資産の内容
 有形固定資産 

②リース資産の減価償却の方法 
 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま
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、その内容は次のとおりであり
ます。 

②リース資産の減価償却の方法 
同左 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  15,422  14,137  1,285

工具・器具・
備品  28,518  16,421  12,097

合計  43,941  30,558  13,382

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  15,422  15,422 －

工具・器具・
備品  28,518  22,124  6,393

合計  43,941  87,547  6,393

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。  

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円6,988

１年超  6,393

合計  13,382

１年内 千円5,301

１年超  1,092

合計  6,393

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。  

同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円8,274

減価償却費相当額  8,274

支払リース料 千円6,988

減価償却費相当額  6,988

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 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。  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について） 

同左 
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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．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 当企業グループは、主に電設資材の卸売りを行うため、運転資金及び設備投資計画に照らして、必要な資金

を調達しております。また、資金調達については資本コスト等を考慮し、原則銀行借入による方針です。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。  

 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

 短期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒

されております。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、営業管理規程に従い、営業債権について、管理部門における営業管理室が主要な取引先の状況を定

期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理  

 当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

 資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(3)投資有価証券 

 時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項

については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

（金融商品関係）

  
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  543,998  543,998  －

(2）受取手形及び売掛金  5,017,171  5,017,171  －

(3）投資有価証券  41,798  41,798  －

 資産計  5,602,968  5,602,968  －

(1）支払手形及び買掛金  2,319,543  2,319,543  －

(2）短期借入金  5,240,000  5,240,000  －

(3）未払法人税等   114,256  114,256  －

 負債計  7,673,799  7,673,799  －
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負 債 

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有価証券」には

含めておりません。 

（追加情報） 

当連結会計年度より改正された「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 終改正 平成20年3月10日)

及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 終改正 平成20年3月10日)を適

用しております。 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分  連結貸借対照表計上額（千円）  

非上場株式  7,000   

（有価証券関係）

  種類
取得原価
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  12,496  28,631  16,135

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  12,496  28,631  16,135

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  10,735  7,900  △2,835

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  10,735  7,900  △2,835

合計  23,232  36,531  13,299

  連結貸借対照表計上額（千円）

    その他有価証券  

非上場株式 7,000       
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 7,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

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） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、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） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  種類
連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

取得原価
（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  32,998  12,496  20,502

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  32,998  12,496  20,502

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  8,800  10,735  △1,935

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8,800  10,735  △1,935

合計  41,798  23,232  18,566

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(１）勤務費用」に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
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）退職給付債務（千円）  △795,732  △1,025,400

(2）会計基準変更時差異の未処理額（千円）  327,451  272,876

(3）未認識数理計算上の差異（千円）  △25,322  240,695

(4）退職給付引当金（千円）  △493,602  △511,828

  
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）勤務費用（千円）  56,875  56,075

(2）利息費用（千円）  13,200  13,263

(3）会計基準変更時差異の処理額（千円）  54,575  54,575

(4）数理計算上の差異の処理額（千円）  △58,944  △54,566

(5）退職給付費用（千円）  65,706  69,348

  
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）割引率（％）  1.7  1.7

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  期間定額基準  

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） ５  ５ 

(4）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15
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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） 

当社グループはストックオプション等を付与しておりませんので、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） 

当社グループはストックオプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

  退職給付引当金 千円197,373

  役員退職慰労引当金  99,520

  貸倒引当金  28,205

  賞与引当金  34,223

  未払事業税否認額  15,563

  連結土地評価差額  15,381

  その他  19,042

  小計  409,310

  評価性引当金  △9,674

繰延税金資産合計  399,636

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金  5,319

  その他  699

繰延税金負債合計  6,018

繰延税金資産の純額  393,617

繰延税金資産   

  退職給付引当金 千円204,819

  役員退職慰労引当金  98,640

  貸倒引当金  20,759

  賞与引当金  32,806

  未払事業税否認額  8,932

  連結土地評価差額  15,381

  その他  29,238

  小計  410,577

  評価性引当金  △9,674

繰延税金資産合計  400,903

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金  7,426

  その他  677

繰延税金負債合計  8,103

繰延税金資産の純額  392,799

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 千円61,645

固定資産－繰延税金資産  331,972

流動資産－繰延税金資産 千円62,358

固定資産－繰延税金資産  330,441

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳 

法定実効税率 ％40

（調整）   

  交際費等永久に損金に算入されない項目  0.2

  住民税均等割  3.6

  その他  2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.9

法定実効税率 ％40

（調整）   

  交際費等永久に損金に算入されない項目  0.4

  住民税均等割  10.7

  その他  0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率  52.1
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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） 

 電設資材卸売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ
ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省
略しております。 

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） 

 電設資材卸売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ
ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省
略しております。 

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

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及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   海外売上高がないため該当事項はありません。 

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。 

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） 

  関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。 

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） 

  関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 926円16銭 933円79銭 

１株当たり当期純利益 47円61銭   15円26銭 

潜在株式調整後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

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成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     

損益計算書上の当期純利益（千円）  419,443  134,406

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  419,443  134,406

普通株式に係る期中平均株式数（千株）  8,808  8,808

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,129,381 487,769

受取手形 2,540,559 2,377,827

売掛金 2,072,750 2,428,165

商品及び製品 1,045,894 1,171,805

原材料及び貯蔵品 7,192 6,297

前払費用 8,092 7,999

繰延税金資産 57,261 59,274

その他 43,387 77,435

貸倒引当金 △30,227 △18,262

流動資産合計 6,874,292 6,598,310

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,995,941 5,109,237

減価償却累計額 △2,580,262 △2,708,525

建物（純額） 2,415,679 2,400,712

構築物 284,276 295,501

減価償却累計額 △198,790 △212,808

構築物（純額） 85,485 82,693

車両運搬具 317,977 324,519

減価償却累計額 △249,759 △269,451

車両運搬具（純額） 68,218 55,067

工具、器具及び備品 244,148 245,161

減価償却累計額 △212,102 △216,435

工具、器具及び備品（純額） 32,045 28,726

土地 6,295,574 6,405,185

リース資産  162,642

減価償却累計額  △21,401

リース資産（純額）  141,240

建設仮勘定 199 399

有形固定資産合計 8,897,203 9,114,024

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

ソフトウエア 2,309 1,647

その他 12,646 12,508

無形固定資産合計 198,210 197,411

投資その他の資産   

投資有価証券 36,531 41,798

関係会社株式 430,000 519,178

従業員に対する長期貸付金 4,278 5,264

破産更生債権等 167,264 164,579

長期前払費用 599 307

繰延税金資産 310,306 308,108

敷金及び保証金 19,242 20,200

その他 19,546 19,592

貸倒引当金 △125,895 △127,770

投資その他の資産合計 861,872 951,259
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（単位：千円）

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) 

固定資産合計 9,957,286 10,262,695

資産合計 16,831,579 16,861,006

負債の部   

流動負債   

支払手形 460,417 397,728

買掛金 1,509,799 1,839,380

短期借入金 5,450,000 5,150,000

リース債務 － 32,528

未払金 55,855 73,545

未払費用 60,126 62,484

未払法人税等 199,243 106,988

未払消費税等 27,208 －

預り金 17,497 17,659

賞与引当金 75,888 75,708

設備関係支払手形 96,754 48,300

その他 241 241

流動負債合計 7,953,032 7,804,565

固定負債   

リース債務 － 108,712

退職給付引当金 478,064 494,977

役員退職慰労引当金 248,800 246,600

その他 13,970 11,720

固定負債合計 740,834 862,009

負債合計 8,693,867 8,666,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金   

資本準備金 951,153 951,153

資本剰余金合計 951,153 951,153

利益剰余金   

利益準備金 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金 5,430,000 5,720,000

繰越利益剰余金 563,830 327,428

利益剰余金合計 6,118,830 6,172,428

自己株式 △13,452 △13,491

株主資本合計 8,129,732 8,183,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,979 11,139

評価・換算差額等合計 7,979 11,139

純資産合計 8,137,711 8,194,430

負債純資産合計 16,831,579 16,861,006
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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) 

売上高 17,163,351 15,338,161

売上原価   

商品期首たな卸高 1,293,308 1,045,894

当期商品仕入高 13,747,101 12,916,886

合計 15,040,409 13,962,780

商品期末たな卸高 1,045,894 1,171,805

商品売上原価 13,994,515 12,790,975

売上総利益 3,168,836 2,547,186

販売費及び一般管理費 2,702,446 2,551,013

営業利益 466,389 △3,827

営業外収益   

受取利息 1,766 494

受取配当金 1,129 430

仕入割引 298,321 263,613

雑収入 37,944 30,855

営業外収益合計 339,161 295,393

営業外費用   

支払利息 52,024 32,228

その他 14 10

営業外費用合計 52,038 32,238

経常利益 753,511 259,328

特別利益   

固定資産売却益 2,580 802

特別利益合計 2,580 802

特別損失   

固定資産除却損 322 212

固定資産売却損 1,147 561

特別損失合計 1,470 773

税引前当期純利益 754,622 259,357

法人税、住民税及び事業税 312,380 137,212

法人税等調整額 29,763 △1,922

法人税等合計 342,143 135,289

当期純利益 412,479 124,067
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 1,073,200 1,073,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,073,200 1,073,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 951,153 951,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

資本剰余金合計   

前期末残高 951,153 951,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 951,153 951,153

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 125,000 125,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,020,000 5,430,000

当期変動額   

別途積立金の積立 410,000 290,000

当期変動額合計 410,000 290,000

当期末残高 5,430,000 5,720,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 737,530 563,830

当期変動額   

別途積立金の積立 △410,000 △290,000

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 412,479 124,067

当期変動額合計 △173,700 △236,402

当期末残高 563,830 327,428

利益剰余金合計   

前期末残高 5,882,530 6,118,830

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 412,479 124,067

当期変動額合計 236,299 53,597

当期末残高 6,118,830 6,172,428
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（単位：千円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △13,354 △13,452

当期変動額   

自己株式の取得 △97 △38

当期変動額合計 △97 △38

当期末残高 △13,452 △13,491

株主資本合計   

前期末残高 7,893,529 8,129,732

当期変動額   

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 412,479 124,067

自己株式の取得 △97 △38

当期変動額合計 236,202 53,558

当期末残高 8,129,732 8,183,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,143 7,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 △7,164 3,160

当期末残高 7,979 11,139

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,143 7,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 △7,164 3,160

当期末残高 7,979 11,139

純資産合計   

前期末残高 7,908,673 8,137,711

当期変動額   

剰余金の配当 △176,179 △70,469

当期純利益 412,479 124,067

自己株式の取得 △97 △38

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,164 3,160

当期変動額合計 229,038 56,719

当期末残高 8,137,711 8,194,430
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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

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 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。 

  

同左 

  

  (1）商品 

 移動平均法 

(1）商品 

 移動平均法 

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法 

(2）貯蔵品 

 終仕入原価法 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

────── 

  

３．固定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） 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物    10年～50年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

  (4）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が適

用初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

(4）リース資産 

同左 
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項目 
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） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、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 

従業員に支給する賞与の支払いに備え

るため、支給見込額基準により計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により翌事

業年度から処理しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

    

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「「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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。  

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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 該当事項はありません。 

  

会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる損益への影響はありません。 

────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

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） 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は75％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

25％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は77％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

23％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

運賃 千円25,050

貸倒引当金繰入額  49,026

役員報酬  87,611

給料  1,305,003

賞与  72,197

賞与引当金繰入額  75,888

退職給付費用  62,290

役員退職慰労引当金繰入額  14,300

福利厚生費  218,749

支払手数料  104,896

租税公課  118,429

減価償却費  201,017

不動産賃借料  84,288

通信費  51,222

修繕費  29,456

燃料費  69,255

消耗品費  25,380

水道光熱費  49,460

運賃 千円24,927

貸倒引当金繰入額  －

貸倒損失  791

貸倒引当金戻入額  10,089

役員報酬  73,900

給料  1,284,931

賞与  68,444

賞与引当金繰入額  72,899

退職給付費用  66,204

役員退職慰労引当金繰入額  13,500

福利厚生費  209,124

支払手数料  101,422

租税公課  113,098

減価償却費  212,439

不動産賃借料  86,104

通信費  50,000

修繕費  33,542

燃料費  55,099

消耗品費  25,709

水道光熱費  45,357
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加238株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加92株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

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） 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円2,580 車両運搬具 千円802

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円255

工具・器具・備品  66

計  322

車両運搬具 千円141

工具・器具・備品  70

計  212

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

車両運搬具 千円1,147 車両運搬具 千円561

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  23,018  238  －  23,256

合計  23,018  238  －  23,256

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  23,256  92  －  23,348

合計  23,256  92  －  23,348
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（リース取引関係）

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） 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 
①リース資産の内容 
 該当事項はありません。 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 
①リース資産の内容 
 有形固定資産 

②リース資産の減価償却の方法 
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に
記載のとおりであります。 

 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、その内容は次のとおりであり
ます。 

②リース資産の減価償却の方法 

同左 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  15,422  14,137  1,285

工具・器具・
備品  28,518  16,421  12,097

合計  43,941  30,558  13,382

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  15,422  15,422 －

工具・器具・
備品  28,518  22,124  6,393

合計  43,941  37,547  6,393

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円6,988

１年超  6,393

合計  13,382

１年内 千円5,301

１年超  1,092

合計  6,393

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円8,274

減価償却費相当額  8,274

支払リース料 千円6,988

減価償却費相当額  6,988

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について） 

同左 
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前事業年度（平成21年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

  退職給付引当金 千円191,225

  役員退職慰労引当金  99,520

  貸倒引当金  28,205

  賞与引当金  30,355

  未払事業税否認額  14,994

  その他  18,260

  小計  382,561

  評価性引当額  △9,674

繰延税金資産合計  372,887

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金  5,319

繰延税金負債合計  5,319

繰延税金資産の純額  367,567

繰延税金資産   

  退職給付引当金 千円98,640

  役員退職慰労引当金  197,990

  貸倒引当金  20,759

  賞与引当金  30,283

  未払事業税否認額  8,247

  その他  28,562

  小計  384,483

  評価性引当額  △9,674

繰延税金資産合計  374,809

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金  7,426

繰延税金負債合計  7,426

繰延税金資産の純額  367,383

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因の内訳 

法定実効税率 ％40.0

（調整）   

  交際費等永久に損金に算入されない項目  0.2

  住民税均等割  3.7

  その他  1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.3

法定実効税率 ％40

（調整）   

  交際費等永久に損金に算入されない項目  0.4

  住民税均等割  11.4

  その他  0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  52.2
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
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） 

１株当たり純資産額 923円82銭    930円27銭 

１株当たり当期純利益 46円82銭   14円08銭 

潜在株式調整後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

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成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） 

１株当たり当期純利益     

損益計算書上の当期純利益（千円）  412,479  124,067

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  412,479  124,067

普通株式に係る期中平均株式数（千株）  8,808  8,808

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

(2）仕入及び販売の状況 

当企業グループの仕入及び販売の状況 

①商品仕入実績 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ②商品販売実績 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

品目 
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） 

  金額（千円）  構成比（％） 金額（千円）  構成比（％） 

照明器具類  3,008,802  21.1  3,045,643  22.8

電線類  4,725,671  33.2  4,029,593  30.2

配・分電盤類  4,178,420  29.3  3,924,961  29.4

家電品類  1,110,328  7.8  1,228,885  9.2

その他  1,221,911  8.6  1,113,493  8.4

合計  14,245,134  100.0  13,342,577  100.0

品目 
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） 

  金額（千円）  構成比（％） 金額（千円）  構成比（％） 

照明器具類  3,602,709  20.2  3,552,185  22.3

電線類  6,138,803  34.4  4,916,836  30.9

配・分電盤類  5,112,617  28.7  4,677,053  29.3

家電品類  1,277,344  7.2  1,285,418  8.1

その他  1,693,485  9.5  1,499,415  9.4

合計  17,824,960  100.0  15,930,909  100.0
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