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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．提出会社は、平成14年４月２日にダイカ㈱、伊藤伊㈱及び㈱サンビックの共同完全親会社として設立された

ため、第１期より連結財務諸表を作成しております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．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。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 百万円 388,636 420,576 424,867 455,986 

経常利益 百万円 7,642 8,008 2,123 1,041 

当期純利益 百万円 5,393 5,928 622 213 

純資産額 百万円 30,733 36,653 39,521 40,998 

総資産額 百万円 139,483 140,144 145,178 160,362 

１株当たり純資産額 円 558.85 667.24 669.37 652.54 

１株当たり当期純利

益金額 
円 98.32 107.90 10.48 2.99 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

円 － － － － 

自己資本比率 ％ 22.0 26.1 27.2 25.6 

自己資本利益率 ％ 17.1 17.6 1.5 0.4 

株価収益率 倍 3.82 6.76 49.62 153.85 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
百万円 △5,916 4,975 △735 △69 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
百万円 1,913 △3,574 1,358 3,397 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
百万円 8,133 △297 △837 △4,569 

現金及び現金同等物

の期末残高 
百万円 5,832 6,937 6,723 4,924 

従業員数 

［外、平均臨時雇用

者数］ 

人 
2,965 

[2,989] 

2,865 

[2,770] 

2,830 

[2,196] 

3,040 

[2,309] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．提出会社は、平成14年４月２日にダイカ㈱、伊藤伊㈱及び㈱サンビックの共同完全親会社として設立された

ため、第１期より財務諸表を作成しております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．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。 

４．第１期の１株当たり配当額には、株式店頭公開記念配当２円を含んでおります。 

５．平成16年４月１日付けで、提出会社は完全子会社であったダイカ㈱、伊藤伊㈱、㈱サンビック、徳倉㈱及び

伊藤伊㈱の完全子会社であった野村商事㈱と合併しております。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 百万円 881 709 392,598 422,859 

経常利益 百万円 736 525 2,042 1,195 

当期純利益 百万円 709 578 718 558 

資本金 百万円 5,000 5,000 5,000 5,000 

発行済株式総数 株 55,014,486 55,014,486 59,132,886 62,911,284 

純資産額 百万円 33,258 33,160 38,064 38,688 

総資産額 百万円 35,957 36,493 135,760 137,592 

１株当たり純資産額 円 605.03 603.58 644.90 616.27 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中

間配当額） 

円 

円 

12.00 

(－) 

12.00 

(－) 

12.00 

(－) 

12.00 

(－) 

１株当たり当期純利

益金額 
円 13.05 10.53 12.35 9.26 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

円 － － － － 

自己資本比率 ％ 92.5 90.9 28.0 28.1 

自己資本利益率 ％ 2.2 1.7 1.9 1.4 

株価収益率 倍 28.97 69.23 42.11 49.68 

配当性向 ％ 92.0 114.0 97.2 129.6 

従業員数 

［外、平均臨時雇用

者数］ 

人 
3 

[－] 

3 

[－] 

2,609 

[1,646] 

2,431 

[1,508] 



２【沿革】 

年月 事項 

平成13年10月 ダイカ株式会社、伊藤伊株式会社、株式会社サンビックの３社は各々の定時株主総会において、

３社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、３社がその完全子会社となることにつき承認

可決する。 

平成14年４月 当社の株式は店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録される。 

平成14年４月 ３社が共同して株式移転により当社を設立する。 

平成14年９月 当社は株式交換により徳倉株式会社を完全子会社とする。 

平成16年４月 当社の完全子会社であるダイカ株式会社、伊藤伊株式会社、株式会社サンビック、徳倉株式会社

及び伊藤伊株式会社の完全子会社である野村商事株式会社と合併する。 

平成16年６月 本店を東京都港区より千葉県船橋市に移転する。 

平成16年８月 当社は株式交換により株式会社木曾清を完全子会社とする。 

平成16年11月 当社の完全子会社である株式会社テクノカネカの営業の一部を譲受ける。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する。 

 平成17年４月  当社の完全子会社である株式会社木曾清及び株式会社木曾清の完全子会社である株式会社木曾清

サービス、株式会社ドルフと合併する。  

 平成17年９月  当社の完全子会社である株式会社テクノカネカと合併する。  

平成17年12月 当社は株式交換によりジャペル株式会社を完全子会社とする。  

    



３【事業の内容】 

 当社の企業集団は、化粧品・日用品・家庭用品・ペット用品等の卸売業を主な事業の内容としております。 

    当グループは、当社（株式会社あらた）、子会社10社及び関連会社１社により構成されており、化粧品・日用品の

 卸売業を主たる業務としております。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

  （注）すべての子会社は連結対象であります。 



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社 

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

(2）持分法適用の非連結子会社 

 該当事項はありません。 

(3）持分法適用関連会社 

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

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％） 

関係内容 

㈱ファッションあらた 札幌市東区 22 

装粧品、ファンシー商

品、化粧系雑貨、洋品

等販売業 

100 
役員の兼任  ２名 

当社取扱商品の販売 

ダイヤモンド化学㈱ 
名古屋市瑞穂

区 
20 ローソク製造 100 

役員の兼任  ２名 

当社販売商品の一部

製造 

建物の賃貸 

流通ネット㈱ 
福岡県嘉穂郡

桂川町 
10 卸売業 100 

役員の兼任  １名 

当社取扱商品の販売 

土地・建物の賃貸 

㈱九州シーエルシー 福岡県飯塚市 30 
商品の保管及び物流加

工業 
100 

役員の兼任  ２名 

当社商品の保管及び

物流加工 

土地・建物の賃貸 

㈱ウインズ 福岡市早良区 90 情報処理業 100 
役員の兼任  １名 

当社の情報処理業 

㈱ケー・シー・エス 名古屋市東区 10 

文具、事務用品等の販

売及びプリペード類、

パンフレット類等の配

送業務 

100 

(100) 
役員の兼任  １名 

㈱ケイ・アイ・ケイ 京都府八幡市 20 物流受託会社 100 当社の物流業務 

ジャペル㈱  
愛知県春日井

市 
140 ペット関係の卸売業 100 役員の兼任  ４名 

㈱バンビ 
愛知県春日井

市 
10 

ドッグフード等の飼料

及び畜犬具等用品の製

造及び仕入並びに販売 

100 

(100) 
役員の兼任  １名 

ジャペルパートナーシ

ップサービス㈱ 

愛知県春日井

市 
10 

一般区域貨物自動車運

送事業  

100 

(100) 
役員の兼任  １名 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％） 

関係内容 

㈱ペットフォレストア

カデミー 

岐阜県多治見

市 
200 

ペット美容師の専門学

校 

49 

(49) 
 役員の兼任 １名 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当期の平均人員を外数で記載しています。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

  当社グループには労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成18年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

化粧品・日用品卸売業 3,040 (2,309) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

2,431（1,508）  39.4 14.3 4,730,591 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資の増加と輸出の好調により、雇用・所得

環境が改善し個人消費も持ち直しの兆しが見られ、景気は緩やかな回復基調を続けております。しかしながら、原

油価格の高騰、定率減税の廃止などの各種税制改正問題・社会保障制度への不安感などから、依然として先行きの

不透明感は払拭されておりません。 

 このような環境の中、当社グループが属する化粧品・日用品業界におきましては、人口の減少傾向と低価格販売

が続き、あい変らず総需要も増えず、依然として先行き不透明な経営環境が続いております。一方、小売業界は大

手チェーンストアの合従連衡や広域多店舗化が進展し、また業態間競争も激化するなど大きな激動期をむかえてお

ります。こうしたドラスティックな外部環境の変化にともない、当社グループの中間流通業に求められる機能もま

た大きく変化してきており、サプライチェーンマネジメントの中間に位置する流通業として、今までとは質の異な

る新しい機能の提供が必要となりました。 

 また、こうした中、ますます広域化する小売業界の多店舗展開に対応するためには、当社グループ内の再構築を

行うとともに、「化粧品」「トイレタリー」「家庭紙」「ペット用品」「家庭用品」の５大カテゴリーの品揃えを

充実させ、全国に同一の品質・ローコストでお届けする体制が重要となってまいりました。このような状況下で４

月に、当社完全子会社の株式会社木曾清およびその子会社と、９月には当社完全子会社の株式会社テクノカネカと

合併し、営業・物流の効率化を図りました。また、12月にはペット関係用品卸売業を営むジャペル株式会社を株式

交換により完全子会社化し、５大カテゴリーの１つである「ペット用品」の充実を図りました。 

 このように当社グループの再構築を行う一方で、拠点統合および人材の流動化施策を行い「卸機能の強化」「間

接費削減による利益向上」「適材適所による人材活用」も行ってまいりましたが、売上拡大にともなう物流関連経

費の増加、拠点統合にともなう従業員臨時退職金の増加および減損会計導入による遊休資産の減損損失の特別損失

計上などの経費が予想を上回る計上となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は455,986百万円（前期比7.3％増）、営業損失は2,518百万円（前

連結会計年度の営業損失は1,237百万円）、経常利益は1,041百万円（前期比51.0％減）、当期純利益は213百万円

（前期比65.8％減）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 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）の期末残高は税金等調整前当期純利益の減

少及び、仕入債務の減少等により、前連結会計年度に比べ、1,799百万円（26.8％）減少し、当連結会計年度は

4,924百万円となりました。 

 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） 

 営業活動による資金の減少は、69百万円となりましたが前連結会計年度に比べ、665百万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の減少（1,092百万円の減少）があったものの、たな卸資産が前連結会

計年度に比べて621百万円減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は3,397百万円であり、前連結会計年度に比べ、2,038百万円の増加となりました。 

 これは連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2,192百万円（前期比645百万円の増加）及び、投資有

価証券の売却による1,811百万円（前期比714百万円の増加）があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は4,569百万円となり、前連結会計年度より3,732百万円の減少となりました。 

 使用資金の主なものは短期借入金の圧縮による支出が7,080百万円及び長期借入金の返済による支出が3,908百万

円であります。増加資金の主なものは長期借入れによる収入7,600百万円であります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

     当連結会計年度における商品の事業部門別仕入実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品 
当連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 

前期比 

   ％ 

パーソナル・ヘルス・化粧品部門
化粧品、装粧品、石鹸入浴材、オ

ーラルケア 
117,078 103.8 

洗剤部門 
衣料用洗剤、台所・食器洗剤、住

居用洗剤 
51,164 92.8 

家庭用品部門 
台所用雑貨、住居用雑貨、生活用

雑貨、芳香剤、防虫剤、殺虫剤 
59,266 111.9 

紙・衛生用品部門 
家庭紙、紙おむつ、ベビー用品、

衛生用品、生理用品 
119,872 90.2 

電気関連用品部門 
乾電池、記録メディア、照明用

品、電気応用品、ＯＡ用品 
13,472 102.0 

その他 
ペット用品、文具、レジャー用

品、食品、カー用品、園芸用品 
46,050 175.5 

合計 406,904 103.5 

     当連結会計年度における商品の事業部門別販売実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品 
当連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 

前期比 

   ％ 

パーソナル・ヘルス・化粧品部門
化粧品、装粧品、石鹸入浴材、オ

ーラルケア 
135,044 110.9 

洗剤部門 
衣料用洗剤、台所・食器洗剤、住

居用洗剤 
56,179 96.8 

家庭用品部門 
台所用雑貨、住居用雑貨、生活用

雑貨、芳香剤、防虫剤、殺虫剤 
66,667 117.6 

紙・衛生用品部門 
家庭紙、紙おむつ、ベビー用品、

衛生用品、生理用品 
130,881 91.9 

電気関連用品部門 
乾電池、記録メディア、照明用

品、電気応用品、ＯＡ用品 
14,404 105.3 

その他 
ペット用品、文具、レジャー用

品、食品、カー用品、園芸用品 
52,808 163.7 

合計 455,986 107.3 



３【対処すべき課題】 

 当社の課題は、当社グループが全国卸売業として常にローコストで安定的に商品供給ができる体制を構築するこ

とにあります。 

 当社グループが対処すべき課題は以下の点に集約できます。 

① 情報システムの完全統合による効率的な経営体制の構築 

② 間接部門の集約によるコストの削減 

③ 高精度、ローコストな物流体制の構築 

④ 化粧品・装粧品、トイレタリー、家庭用品、家庭紙、ペット用品の５大カテゴリーの専門性の向上 

⑤ 資産の圧縮による財務体質の強化 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者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。 

 なお、本項目において将来に関する記述が含まれておりますが、当該事項につきましては、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)当社グループの収益構造について 

 当社グループが属する化粧品・日用品の卸売業界におきましては業界特有の商慣行として、仕入割引が挙げられま

す。仕入割引については現金割引制度でありますが、当業界特有の取引慣行で、経常利益の大部分がこの仕入割引と

なっております。現在、この仕入割引制度は徐々に見直しが行われておりますが、取引制度の見直しを機に取引条件

に変更が生じた場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 なお、当社グループの最近２連結会計年度における連結業績と仕入割引の関係は以下のとおりであります。 

(2)当社グループを取り巻く環境 

 我が国の化粧品・日用品卸売業界の役割は、メーカーと小売業の中間に位置する立場を最大限に活用した情報収集

とその情報を物流とリンクさせた企業活動が大きなものであります。最近の小売業界では大手量販店や外資系の小売

業において商品の仕入をメーカーから直接行おうという動きがあります。現在の状況は商品の仕分け、搬送及び在庫

管理については卸売業で行うほうがローコストに行えておりますが、一部の小売業においては卸売業自体を傘下にい

れ、仕入から販売まで同一グループで行うことも行われております。こうした中、当社は物流のローコスト化及び情

報の有効活用による高機能のロジスティクス戦略を展開しておりますが、同様の機能を小売業または運送業者等の第

三者が強化してきた場合、当社の営業成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3)大規模災害被災 

 当社は東北、関東、中部、九州に大規模物流センターがありますが、これらの地区に大規模な災害が発生した場

合、当社の物流機能が麻痺し、商品供給が滞る可能性があります。 

  
売上高 

（百万円） 

営業損失 

（百万円） 

仕入割引 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

 平成17年３月期 424,867 1,237 3,489 2,123 

平成18年３月期 455,986 2,518 3,781 1,041 



５【経営上の重要な契約等】 

  （１）ジャペル株式会社との株式交換 

 当社は、平成17年６月21日開催の取締役会決議に基づき、株式交換により、平成17年12月１日にジャペル

株式会社を完全子会社といたしました。 

 株式交換契約書は、平成17年９月29日開催の臨時株主総会において承認されました。 

① 目的 

 全国卸売業としてノンフード商品をフルラインで供給するために、当社の主要なカテゴリーである「化粧

品」「トイレタリー」「家庭紙」「家庭用品」に加え「ペット用品」の充実を図り、消費者が求める商品を

より幅広く、広域にローコストに提供することを目的としております。 

② 株式交換日 

 平成17年12月１日 

③ 株式交換比率 

 ジャペル株式会社の株式１株に対して、当社株式13.4株を割当交付しました。株式交換比率については第

三者機関である日興コーディアル証券株式会社に依頼し、その算定結果をもとに両社協議の上決定いたしま

した。 

④ 発行株式数 

 株式交換により発行した新株式数   普通株式 3,778,398株 

⑤ 増加資本準備金 

 増加資本準備金の額は、株式交換の日に現存する純資産の額としました。 

 なお、株式交換により増加した資本金はありません。 

⑥ 株式交換交付金 

株式交換交付金の支払はありません。 

 ジャペル株式会社の資産及び負債等の状況は次のとおりであります。 

        （平成17年11月30日現在） 

 資産合計        19,847 百万円 

 負債合計        18,865 百万円 

 資本合計          982 百万円 

６【研究開発活動】 

  該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

    当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析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)重要な会計方針及び見積り 

   当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たり採用した会計方針及びその適用方法ならびに見積の評価について

は、「第５経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しているため省略しておりま

す。 

(2)当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の営業成績は、企業収益の改善による設備投資の増加と輸出の好調によ

り、雇用・所得環境が改善し個人消費が持ち直しの兆しが見られ、景気は穏やかな回復基調を続けておりま

すが、人口の減少傾向と低価格販売が続き、あいかわらず総需要も増えず、依然として先行き不透明な経済

環境が続いております。このような状況の中で、連結売上高につきましては、455,986百万円（前期比7.3%

増）となりました。 

 連結営業損益につきましては、2,518百万円の営業損失（前連結会計年度は1,237百万円の営業損失）となりま

した。営業損益の拡大の主な要因は、物流費が前連結会計年度に比べて4,285百万円増加（前期比26.7％増）し

たためであります。物流費の増加の原因の主なものは、一括物流センターの取扱量の増加によるセンターフィー

の増加、紙製品などを中心とした平均単価の下落及び、取扱量の増加に伴う運賃の増加によるものです。 

連結経常利益につきましては、1,041百万円（前期比51.0％減）となりました。経常利益の減少の主なもの

は、上記に記載しました理由で営業損失が拡大したことが主な原因であります。 

  連結当期純利益につきましては、213百万円（前期比65.8％減）となりました。当期純利益の減少の主なもの

は、上記に記載しました理由で営業損失が拡大したこと、及び減損会計の適用により減損損失を370百万円計上

したこと、ならびに従業員臨時退職金が474百万円発生したことが主な原因であります。 

(3)経営成績に重要な影響を与える要因について 

  「４事業等のリスク」に記載した内容のとおりであります。 

(4)経営戦略の現状と見通し 

「重要な後発事象」に記載したとおり、当社は平成18年６月15日開催の取締役会において、平成18年10月

１日を期して株式会社シスコと合併することを決議し、合併に関する基本合意書を締結いたしました。この

合併が平成18年８月25日開催予定の臨時株主総会で承認されますと、「化粧品」「トイレタリー」「家庭用

品」「家庭紙」「ペット用品」の５大カテゴリーが更に強化され、その周辺商品に対してフルラインで一括

提供を営業戦略として売上高の拡大を目指すこと及び５大カテゴリーの最適物流体制を構築し物流費を圧縮

する等により、業績の向上に努めてまいります。 

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析 

「第２事業の状況 １業績等の概要（２）キャッシュ・フロー」に記載した内容のとおりであります。 

(6)経営者の問題認識と今後の方針について 

「（４）経営戦略の現状と見通し」で記載したとおり、合併が承認されますと当社経営基盤強化のひとつ

でありました、関西地区での売上拡大が図れ、全国を網羅できる営業・物流体制となり、実質的に全国一の

中間流通業となる基盤が整うことになります。 

今回の合併により以下の各項についてその実現を目指します。 

①今回の合併により、新生あらたとして、地域密着型全国ネット体制を確立し、サプライチェーンにおける

全体最適を目指した、「新しいビジネスモデル」を構築することによって、企業価値を一層高めていくこ

と。 

②新生あらたは、常に高い評価を受ける真に優れた卸機能を有し、全国の各地域で「第一」に選ばれる中間

流通業になること。 



③新生あらたは、「美と健康、清潔で快適な生活」に貢献することを事業領域とし、すべてのステークホル

ダーの期待に応えると共に、広く社会に寄与する付加価値の高い企業となること。 

合併の効果について 

①個店を起点にした高付加価値サービスの実現 

  新生あらたは地域密着を基本政策に、顧客特性を重視した中間流通機能の専門化により、質の高い差別化され

たサービスを実現します。 

新生あらたの具体的な考え方は全国から地域を見るのではなく、各個店へのキメ細かいソリューションサ

ービスを積み重ねることで、個別得意先の集合体としての地域、地域の集合体としての全国、という捉え

方で展開していきます。 

②専門化されたマーチャンダイジング機能の提供 

両社がそれぞれに蓄積し専門化されたノウハウの統合により、より進化した付加価値の高いマーチャンダ

イジング機能を提供します。さらに、地域のお得意先に役立つ全国の情報を、そして広域のお得意先には

地域の必要な情報をお伝えします。 

③財務体質の強化 

新生あらたは財務体質の強化を図り、そこから得られる経営資源を、さらなる機能強化に投資し、取引先

へのサービスレベルの向上を図ります。 

④フレキシブルな物流体制 

  新生あらたは、広域対応の大型物流センター、地域に密着した中型物流センターを更に充実することにより、

取引先の要請に柔軟に対応する高品質で効率的な物流機能を持ちます。 

⑤グループ企業のシナジー効果 

子会社との有機的連携により、フルラインの品揃えから店頭支援に至るまで、グループとしての幅広いシ

ナジー効果を発揮します。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

  当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は、1,495百万円で、内訳はシステム投資929百万円、

支店増改築に係る投資566百万円であります。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、什器備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等を含め

ておりません。 

２．土地の［ ］内の数字は賃借中のものであり、外書しております。 

３．現在休止中の主要な設備はありません。 

４．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

５．上記の他、主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。 

事業所名 

（所在地） 
設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 
従業員

数 

（名） 
建物及び構

築物 

機械装置及

び運搬具 

土地 

（面積千㎡）
その他 合計 

本社（千葉県船橋市） 全社管理業務 653 0 － 27 681 
135 

(6) 

北海道地区 

北海道支社他７支店 

１営業所 

販売業務・物

流業務 
1,096 14 

826 

(102) 

[0] 

92 2,030 
300 

(395) 

東北地区 

東北支社他６支店 

１物流センター 

１営業所 

販売業務・物

流業務 
2,336 12 

2,060 

(94) 

[0] 

504 4,914 
223 

(561) 

関東地区 

関東支社他９支店 

２物流センター 

１営業所 

２店 

７デポ 

販売業務・物

流業務 
3,233 37 

5,808 

(87) 

[51] 

792 9,873 
564 

(1,210) 

中部地区 

中部支社他６支店 

11物流センター 

販売業務・物

流業務 
2,868 18 

3,526 

(68) 

[51] 

217 6,630 
369 

(742) 

関西地区 

関西支社他１支店 

１物流センター 

３デポ 

販売業務・物

流業務 
345 2 

383 

(6) 

[4] 

14 745 
75 

(143) 

四国地区 

四国支社他３支店 

１営業所 

販売業務・物

流業務 
320 4 

1,576 

(27) 

[16] 

22 1,922 
162 

(170) 

中国地区 

中国支社他３支店 

１営業所 

１店 

販売業務・物

流業務 
533 10 

2,425 

(36) 

[1] 

32 3,002 
172 

(176) 

九州地区 

九州支社他７支店 

２営業所 

販売業務・物

流業務 
2,274 42 

3,041 

(141) 

[12] 

21 5,379 
431 

(54) 

名称 設備の内容 
年間賃借料 

（百万円） 

 みなと商品センター  物流センター 151 



(2）国内子会社 

① ジャペル㈱ 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税

等を含めておりません。 

    ２．土地の［ ］内の数字は賃借中のものであり、外書しております。 

    ３．現在休止中の主要な設備はありません。 

４．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

② ㈱九州シーエルシー 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、什器備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等を含め

ておりません。 

２．現在休止中の主要な設備はありません。 

３．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

４．上記の他、主要なリース設備の内容は下記のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 
従業
員数 
（名）建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積千㎡）

その他 合計 

本社 

（愛知県春日井市） 

全社管理業務

及び販売業

務・物流業務 

708 3 

297 

(8) 

[10] 

46 1,055 
119 

(35) 

東北営業所その他 

（宮城県仙台市他） 

販売業務・物

流業務 
264 0 

326 

(6) 

[21] 

3 595 
104 

(321) 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 
従業
員数 
（名）建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積千㎡）

その他 合計 

本社 

（福岡県嘉穂郡） 
物流業務 0 6 － 2 8 

43 

(313) 

名称 設備の内容 リース期間 年間リース料（百万円） 

器具備品 物流設備他 12年他 206 



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

   当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設計画はありません。 

(2) 重要な設備の除却等 

  当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式移転に伴う新株の発行によるものであります。 

２．徳倉株式会社との株式交換によるものであります。    

交換比率１：2.725  

３．商法第289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 

４．株式会社木曾清との株式交換によるものであります。 

交換比率１：85.8 

５．ジャペル株式会社との株式交換によるものであります。 

交換比率１：13.4 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月30日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 62,911,284 62,911,284 ジャスダック証券取引所 － 

計 62,911,284 62,911,284 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成14年４月２日 

（注）１ 
53,379,486 53,379,486 5,000 5,000 27,227 27,227 

平成14年９月１日 

（注）２ 
1,635,000 55,014,486 － 5,000 337 27,564 

  平成15年６月27日 

（注）３ 
－ 55,014,486 － 5,000 △2,000 25,564 

  平成16年８月１日 

（注）４ 
4,118,400 59,132,886 － 5,000 1,733 27,297 

  平成17年12月１日 

（注）５ 
3,778,398 62,911,284 － 5,000 982 28,280 



(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式133,602株は、「個人その他」に133単元及び「単元未満株式の状況」に602株を含めて記載してお

ります。 

２．証券保管振替機構名義の株式13,500株が、「その他の法人」に13単元及び「単元未満株式の状況」に500株

含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

 （注） 前事業年度末現在主要株主であったあらた従業員持株会は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 29 6 199 3 － 2,283 2,520 － 

所有株式数（単元） － 4,628 87 17,946 545 － 39,358 62,564 347,284 

所有株式数の割合

（％） 
－ 7.40 0.14 28.68 0.87 － 62.91 100 － 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

あらた従業員持株会 千葉県船橋市海神町南1-1389 5,768 9.16 

音羽殖産株式会社 愛知県名古屋市中区大須1-7-26 5,409 8.59 

田中 作次 埼玉県八潮市 2,144 3.40 

合名会社木曾清商店 愛知県名古屋市東区徳川2-6-18 1,921 3.05 

有限会社アイビス 埼玉県八潮市木曽根712 1,402 2.22 

柘植  邦弘 愛知県春日井市 1,395 2.21 

ペットライブラリー株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-56 1,300 2.06 

ライオン株式会社 東京都墨田区本所1-3-7 1,052 1.67 

伊藤  昌弘 愛知県名古屋市瑞穂区 830 1.31 

鈴木  節夫 秋田県秋田市 766 1.21 

計 － 21,990 34.95 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株含まれております。 

 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。 

       ２．「単位未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が602株含まれております。 

②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

  該当事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式 133,000  
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式62,431,000 62,431 － 

単元未満株式 普通株式 347,284  － － 

発行済株式総数 62,911,284 － － 

総株主の議決権 － 62,431 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社あらた 

千葉県船橋市海神

町南1-1389 
133,000 － 133,000 0.21 

計 － 133,000 － 133,000 0.21 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

  該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

  該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

  該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

  該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な政策の１つとしております。利益配分につきましては、安定配分を

基本として内部留保の充実を図りつつ、利益の状況と将来の事業展望を総合的に勘案して決定する方針をとっており

ます。  

 この考え方に基づき、当期の利益配当につきましては、１株につき12円の普通配当といたしました。  

 内部留保金につきましては、今後の事業展開、経営基盤の強化・拡充、新コンピュータシステム構築並びにローコ

ストで高精度な物流システム構築への投資に備えてまいります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。 

２．当社株式は、平成14年４月１日から日本証券業協会に登録されており、平成14年３月31日以前については該

当ありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 420 860 800 570 

最低（円） 289 350 392 419 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 525 515 500 491 494 509 

最低（円） 500 465 451 450 445 451 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役会

長 
 大 公一郎 昭和13年４月１日生 

昭和36年４月 レナウン商事㈱（㈱レナウン）入

社 

昭和38年３月 大加十全堂㈱（ダイカ㈱）入社 

昭和42年４月 同社 取締役営業部長就任 

昭和44年８月 同社 専務取締役就任 

昭和50年４月 同社 帯広営業所（帯広支店）長

就任 

昭和51年８月 同社 札幌本店（札幌支店）長就

任 

昭和54年10月 同社 代表取締役社長就任 

平成14年４月 当社 代表取締役理事長就任 

平成16年６月 当社 代表取締役会長就任（現

任） 

297 

代表取締役 社長執行役員 伊藤 昌弘 昭和14年１月25日生 

昭和40年３月 伊藤伊三郎商店（合）（伊藤伊

㈱）入社 

昭和45年２月 同社 取締役就任 

昭和55年２月 同社 常務取締役就任 

昭和60年２月 同社 代表取締役社長就任 

平成７年７月 音羽殖産㈱代表取締役就任（現

任） 

平成７年12月 ㈱ケイ・アイ・ケイ代表取締役就

任（現任） 

平成14年４月 当社 代表取締役副理事長就任 

平成16年６月 当社 代表取締役社長就任 

平成17年６月 当社 代表取締役 社長執行役員

就任（現任） 

830 

取締役 
専務執行役員 

管理本部長 
鈴木 洋一 昭和28年４月23日生 

昭和55年６月 伊藤伊㈱入社 

平成10年４月 同社 第三営業部部長就任 

平成11年６月 同社 取締役経理部部長就任 

平成13年６月 同社 専務取締役就任 

平成14年４月 当社 取締役理事就任 

平成16年６月 当社 専務取締役業務本部長就任 

平成17年６月 当社 取締役 専務執行役員管理

本部長就任（現任） 

125 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 
専務執行役員 

営業本部長 
嶋脇 明 昭和29年２月22日生 

昭和51年３月 ダイカ㈱入社 

平成４年８月 同社 仙台支店長就任 

平成９年10月 同社 取締役就任 

平成12年６月 同社 関越営業部長就任 

平成13年10月 同社 常務取締役就任 

平成16年６月 当社 専務取締役営業本部長就任 

平成17年６月 当社 取締役 専務執行役員営業

本部長就任（現任） 

13 

取締役 
専務執行役員 

システム本部長 
元山 三郎 昭和26年３月９日生 

昭和48年12月 北九明和㈱(㈱サンビック)入社 

昭和53年９月 同社 常務取締役就任 

昭和58年１月 同社 専務取締役就任 

平成２年５月 ㈱サンビック専務取締役オペレー

ション本部長就任 

平成13年11月 ㈱九州シーエルシー代表取締役社

長就任 

平成15年９月 ㈱ウインズ代表取締役就任 

平成16年６月 当社 専務取締役システム本部長

就任 

平成17年６月 当社 取締役 専務執行役員シス

テム本部長就任（現任） 

394 

取締役 
常務執行役員 

経営企画室長 
坪田 正光 昭和18年７月27日生 

昭和44年９月 ダイカ㈱入社 

平成４年８月 同社 経営開発室長就任 

平成９年10月 同社 取締役就任 

平成14年４月 当社 取締役理事就任 

平成16年６月 当社 常務取締役経営企画室長就

任 

平成17年６月 当社 取締役 常務執行役員経営

企画室長就任（現任） 

31 

取締役   柘植 邦弘 昭和14年８月17日生 

昭和33年４月 ㈱梅澤入社 

昭和45年８月 ジャペル㈱代表取締役社長就任

（現任） 

平成17年12月 当社 取締役就任（現任） 

1,395 

 



（注）１．監査役蒔苗 誠、椙山 智及び中野正信は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．当社では、意思決定の迅速化と業務責任の明確化を目的として、執行役員制度を平成17年６月29日より導入

しております。上記以外の執行役員につきましては、役付執行役員は７名で、副社長執行役員 鈴木茂

夫、副社長執行役員中部支社長 平野正俊、専務執行役員営業本部マーケティング部部長 徳倉英雄、専

務執行役員九州支社長 田井中隆、常務執行役員関東支社長 高橋洋史、常務執行役員四国支社長 徳倉

大輔、常務執行役員九州CLCセンター長 本田栄宏、常務執行役員九州支社営業部統括マネージャー 高橋

通夫、執行役員は９名で、執行役員関西支社長 井関篤美、執行役員東北支社長兼仙台支店長 前川明

典、執行役員福岡支店長 小野雄三、執行役員システム本部物流企画部部長 鈴木隆二、執行役員営業本

部商品部部長 河野幹生、執行役員内部監査統括兼内部監査室東日本エリア責任者 毛屋眞一、執行役員

管理本部総務人事部部長 菅原公夫、執行役員北海道支社長 小谷幸充、執行役員中国支社長 小林史朗

で構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役 

（常勤） 
 内田 喜美雄 昭和21年９月16日生 

昭和45年３月 伊藤伊㈱入社 

昭和63年４月 同社 営業企画室長就任 

平成６年２月 同社 取締役業務部長就任

平成６年９月 同社 取締役総務部長就任

平成16年６月 当社 監査役就任(現任) 

86 

監査役  蒔苗 誠 昭和22年11月23日生 

昭和52年６月 ㈱富士商会入社 

昭和52年７月 蒔苗誠税理士事務所開設

平成元年５月 ㈱富士商会取締役就任 

平成10年４月 同社 監査役就任 

平成10年４月 ダイカ㈱監査役就任 

平成16年６月 当社 監査役就任(現任)

40 

監査役  椙山 智 昭和34年４月17日生 

昭和61年４月 ㈱コスモ総合研究所入社 

平成８年３月 プライスウォーターハウス青山監

査法人入社 

平成15年11月 ㈱オーディーエス入社 

平成16年６月 中央物産㈱監査役就任(現任) 

平成17年４月 D・グラント・コンサルティング㈱

代表取締役（現任） 

平成18年６月 当社 監査役就任（現任） 

－ 

監査役  中野 正信 昭和22年２月６日生 

昭和45年８月 監査法人中央会計事務所（現中央

青山監査法人）入社 

平成元年８月 中央新光監査法人（現中央青山監

査法人）代表社員に就任 

平成12年９月 中野正信公認会計士事務所開設 

平成17年３月 税理士法人ＴＡＳ代表社員就任

（現任） 

平成18年６月 当社 監査役就任(現任) 

－ 

    計 3,214 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 企業価値の向上とは、継続的な事業活動を通じて業績の向上を図ることでありますが、その上でステークホルダ

ーに対するさまざまな責任の遂行を行うことが求められることと考えております。 

 特に企業としては投資家、社員、取引先などに会社の活動を適時に開示し、その経営の透明性を高めることが重

要であります。また、企業活動を行う上で、業績の向上と同様にコンプライアンス、環境対策、人権の尊重などの

企業の社会的責任（CSR）を果たすことも重要なことと認識しております。 

 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

 当社は監査役制度を採用しております。 

 当事業年度は取締役24名（社外取締役はおりません）、監査役４名（うち２名は社外監査役）体制でありました

が、経営の意思決定のスピードアップと業務執行の責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入することに合わ

せて、取締役の改選期でありました平成17年６月29日開催の定時株主総会において取締役６名（社外取締役はおり

ません）、監査役４名（うち２名は社外監査役）体制となりました。なお、従来取締役の任期を２年としておりま

したが本定時株主総会において、取締役の任期を１年に定款変更しております。 

 会社の機関につきましては、経営方針及び重要事項の決定並びに執行役員の業務監督機関として取締役会を、支

社長、執行役員、本社各部署責任者が参加する経営会議を設置して経営の意思決定及び業務執行の状況の把握を行

っております。また、全国の支店長が参加する支店長会議を年４回開催し、支店の状況報告及び情報交換を行って

おります。 

 なお、経営会議及び支店長会議の議事の内容は逐次取締役会及び社長へ報告しております。 

 監査機関といたしましては、社長直轄部署である内部監査室を設置し、全国の拠点及び関係会社を監査して社

長、取締役会及び監査役会にその監査結果を報告しております。監査役につきましては常勤監査役が定期的に業務

監査を行い、その報告を監査役会に提出しております。 

 会社の機関等を図示すると以下のようになります。 



② 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

 当社の企業活動の基本は透明性の高い経営、高い企業倫理に基づく経営を目指すことであります。そのために、

企業行動指針を策定して企業業績の向上と伴に法令遵守、社会的責任の遂行に取り組んでおります。 

 当社は平成17年６月29日開催の定時株主総会終了後から経営の意思決定と業務執行のスピードアップを図るため

に執行役員制度を導入いたしました。執行役員制度導入に伴い平成17年６月29日開催の定時株主総会において取締

役を24名から６名に削減し経営の効率化を図りました。同時に従来５本部制（営業本部、マーケティング本部、シ

ステム本部、総務本部、業務本部）をとっておりました本社体制を３本部制（営業本部、システム本部、管理本

部）にして組織のスリム化を図り指揮命令系統をより簡潔にし、スピードを重視した経営体制といたしました。 

 当社は各支社の独自性を重視しており、当社の経営目標に基づき支社ごとに独自の経営方針を持っております。

したがって支社ごとに発生するリスクに、どのように対処するかが重点課題となってまいります。当社の業務遂行

の統制組織として毎月開催しております経営会議では、各支社からの業務遂行内容の報告と業績の報告を行い、経

営目標の達成状況を確認・検討のほかコンプライアンスの状況をチェックして不正、リスクの防止を行っておりま

す。また、年４回開催しております支店長会議においては支店業務の遂行状況の詳細について検討を行っておりま

す。経営会議、支店長会議の議事については取締役会、内部監査室に報告しており、重要な事項については取締役

会の審議を経て決定しております。 

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査については、社長直轄部署である内部監査室で行っております。内部監査室では各支店、支社、関係会

社等を中心に８名体制で監査を行っており、監査内容としましては主に売買の証拠書類の保全性、法令、定款、諸

規程に沿った業務遂行の状況、決裁権限の遵守及び会計処理の適正性について監査を行っており、監査結果及び改

善提案等を適時社長、取締役会及び監査役会へ報告を行っております。 

 監査役監査については、常勤監査役２名を中心に本社、支社、支店を定期的に巡回し、取締役の指示内容の適正

性、業務執行の適正性を監査しており、監査結果については監査役会に報告しております。また、内部監査室と随

時会議を行い、相互の監査内容の報告を交わしております。また、監査役全員は取締役会に出席し、経営状態及び

業務の執行状況について監視しております。 

④ 会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は川村博氏、國井泰成氏及び岩下稲子氏であり、監査法人トーマツに

所属しております。 

 また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士補27名、その他10名であります。 

⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

 当社は社外取締役はおりません。 

 社外監査役である蒔苗 誠及び高橋早百合と当社の間に、人的関係及び資本的関係又は取引関係その他の利害関

係はありません。 

⑥ 役員報酬の内容 

 取締役及び監査役に支払った報酬 

  取締役 24名  118百万円（当社には社外取締役はおりません。） 

  監査役 ４名   28百万円（うち社外監査役 ２名 ７百万円） 

⑦ 監査報酬の内容 

 当社の監査法人トーマツへの公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

は53百万円であります。 

 上記以外の業務に基づく報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）

の連結財務諸表及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）の財務諸表並びに当連結会計年度（自

平成17年４月１日 至平成18年３月31日）の連結財務諸表及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31

日）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   7,036   5,338  

２．受取手形及び売掛金   57,397   65,387  

３．たな卸資産   20,384   24,149  

４．未収入金   8,126   10,314  

５．繰延税金資産   616   618  

６．その他   1,019   1,122  

 貸倒引当金   △251   △202  

流動資産合計   94,330 65.0  106,729 66.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※２ 30,279   32,318   

減価償却累計額  15,650 14,629  17,391 14,926  

(2) 機械装置及び運搬具  1,310   1,075   

減価償却累計額  1,101 208  918 157  

(3) 什器備品  7,921   7,786   

減価償却累計額  5,809 2,111  5,995 1,791  

(4) 土地 ※２  22,192   22,106  

(5) 建設仮勘定   －   28  

有形固定資産合計   39,142 27.0  39,010 24.3 

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア   1,021   1,589  

(2) 連結調整勘定   990   2,150  

(3) その他   661   553  

無形固定資産合計   2,673 1.8  4,292 2.7 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※1.２  5,162   5,709  

(2) 破産更生債権等   376   336  

(3) 長期差入保証金   701   680  

(4) 繰延税金資産   1,321   1,542  

(5) その他    1,887   2,415  

 貸倒引当金   △416   △354  

投資その他の資産合計   9,031 6.2  10,330 6.4 

固定資産合計   50,847 35.0  53,632 33.4 

資産合計   145,178 100.0  160,362 100.0 

             

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※２  33,885   43,879  

２．短期借入金 ※２  48,808   46,325  

３．未払金    3,707   4,472  

４．未払費用   985   1,311  

５．未払法人税等   77   396  

６．賞与引当金   1,038   1,145  

７．その他 ※２  907   1,188  

流動負債合計   89,409 61.6  98,720 61.5 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   346   492  

２．長期借入金 ※２  7,422   10,743  

３．繰延税金負債   1,568   1,515  

４．退職給付引当金   5,785   6,372  

５．役員退職慰労引当金   262   686  

６．連結調整勘定   363   231  

７．その他   485   603  

固定負債合計   16,234 11.2  20,644 12.9 

負債合計   105,644 72.8  119,364 74.4 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   13 0.0  － － 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  5,000 3.4  5,000 3.1 

Ⅱ 資本剰余金   14,687 10.1  16,449 10.3 

Ⅲ 利益剰余金   18,997 13.1  18,482 11.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  890 0.6  1,128 0.7 

Ⅴ 自己株式 ※５  △54 △0.0  △62 △0.0 

資本合計   39,521 27.2  40,998 25.6 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  145,178 100.0  160,362 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   424,867 100.0  455,986 100.0 

Ⅱ 売上原価   375,901 88.5  401,536 88.1 

売上総利益   48,965 11.5  54,449 11.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  50,203 11.8  56,968 12.5 

営業損失   1,237 △0.3  2,518 △0.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  16   11   

２．受取配当金  72   61   

３．仕入割引  3,489   3,781   

４．連結調整勘定償却額  201   65   

５．その他  292 4,072 1.0 288 4,209 0.9 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  524   485   

２．売上割引  158   135   

３．持分法による投資損失  7   －   

４．その他  20 711 0.2 28 649 0.1 

経常利益   2,123 0.5  1,041 0.2 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 6   50   

２．投資有価証券売却益  561   976   

３．貸倒引当金戻入益  376   72   

４．その他  92 1,036 0.2 92 1,192 0.3 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 152   354   

２．固定資産除却損 ※４ 47   138   

３．減損損失 ※５ －   370   

４．投資有価証券売却損  44   2   

５．投資有価証券評価損  8   28   

６．退職給付引当金繰入額  390   106   

７．従業員臨時退職金  311   474   

８．合併関連費用  211   －   

９．災害復旧費用  120   －   

10．その他  93 1,381 0.3 72 1,547 0.3 

税金等調整前当期純利
益 

  1,778 0.4  685 0.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 669   600   

法人税等調整額  476 1,146 0.3 △127 472 0.1 

少数株主利益   9 0.0  － － 

当期純利益   622 0.1  213 0.1 

        



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   11,940  14,687 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．新規子会社取得による
増加 

 2,802 2,802 1,761 1,761

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．配当金  54 54 － －

Ⅳ 資本剰余金期末残高   14,687  16,449 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   18,984  18,997 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  622 622 213 213 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  604  708  

２．役員賞与  5  18  

３．決算期が異なる子会社
合併に伴う減少高 

 － 609 2 728

Ⅳ 利益剰余金期末残高   18,997  18,482 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  1,778 685 

減価償却費  2,052 1,931 

減損損失  － 370 

連結調整勘定償却額  △91 254 

賞与引当金増減額（減
少：△） 

 △204 22 

貸倒引当金増減額（減
少：△） 

 △788 △151 

退職給付引当金増減額
（減少：△） 

 370 218 

役員退職慰労引当金増減
額（減少：△） 

 60 0 

受取利息及び受取配当金  △89 △73 

支払利息  524 485 

持分法による投資損益
(利益:△) 

 7 － 

固定資産売却益  △6 △50 

固定資産売却損  152 354 

固定資産除却損  47 138 

投資有価証券売却益  △561 △976 

投資有価証券売却損  44 2 

投資有価証券評価損  8 28 

会員権評価損  57 6 

売上債権の増減額（増
加：△） 

 549 200 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

 △2,016 △1,395 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

 623 △1,414 

その他営業資産の増減額
（増加：△） 

 22 △280 

その他営業負債の増減額
（減少：△） 

 △1,226 98 

役員賞与の支払額  △5 △18 

その他  △314 306 

小計  995 743 

利息及び配当金の受取額  66 57 

利息の支払額  △571 △504 

法人税等の支払額  △1,225 △366 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △735 △69 

 



  
前連結会計年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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 

 － △13 

定期預金の払戻による収
入 

 － 370 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △860 △566 

有形固定資産の除却によ
る支出 

 － △6 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 236 460 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △756 △929 

無形固定資産の売却によ
る収入 

 6 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △222 △105 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 1,097 1,811 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収
入 

※２ 1,546 2,192 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出 

 － △11 

貸付けによる支出  △24 △43 

貸付金の回収による収入  228 50 

その他  107 189 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,358 3,397 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の増減額（減
少：△） 

 4,890 △7,080 

長期借入れによる収入  1,000 7,600 

長期借入金の返済による
支出 

 △5,804 △3,908 

社債の償還による支出  △244 △464 

自己株式の取得による支
出 

 △19 △7 

配当金の支払額  △659 △709 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △837 △4,569 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 △213 △1,242 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 6,937 6,723 

Ⅵ 決算期の異なる子会社合併
に伴う現金及び現金同等物
の増減額（減少：△） 

 － △556 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 6,723 4,924 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  10社 

 会社名 

 株式会社ファッションあらた 

 株式会社テクノカネカ 

 ダイヤモンド化学株式会社 

 流通ネット株式会社 

 株式会社九州シーエルシー 

 株式会社ウインズ 

 株式会社木曾清 

 株式会社ケー・シー・エス 

 株式会社木曾清サービス 

 株式会社ケイ・アイ・ケイ 

上記のうち、株式会社木曾清については当連

結会計年度の平成16年８月１日付けで株式交換

により当社の子会社となったため、連結の範囲

に含めております。 

株式会社木曾清の子会社であります株式会社

ケー・シー・エス及び株式会社木曾清サービス

も連結の範囲に含めております。 

また、従来関連会社として持分法を適用して

おりました株式会社ケイ・アイ・ケイは、株式

会社木曾清が子会社になったことに伴い、議決

権の割合が100％になったため当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。 

前連結会計年度において連結子会社であった

ダイカ株式会社、伊藤伊株式会社、株式会社サ

ンビック、徳倉株式会社及び野村商事株式会社

は、当連結会計年度の平成16年４月１日付けで

当社と合併しております。 

また、株式会社テクノエクスプレス及び南関

東物流サービス株式会社は、平成16年３月31日

付けで清算しております。 

株式会社ファッションダイカは、当連結会計

年度の平成16年４月１日付けで株式会社ファッ

ションあらたに社名変更しております。 

(2）主要な非連結子会社 

 株式会社ドルフ 

（連結の範囲から除いた理由） 

株式会社ドルフは小規模であり、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

めであります。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  10社 

 会社名 

 株式会社ファッションあらた 

 ダイヤモンド化学株式会社 

 流通ネット株式会社 

 株式会社九州シーエルシー 

 株式会社ウインズ 

 株式会社ケー・シー・エス 

 株式会社ケイ・アイ・ケイ 

 ジャペル株式会社 

 株式会社バンビ 

 ジャペルパートナーシップサービス株式会社  

上記のうち、ジャペル株式会社については当

連結会計年度の平成17年12月１日付けで株式交

換により当社の子会社となったため、連結の範

囲に含めております。 

ジャペル株式会社の子会社であります株式会

社バンビ及びジャペルパートナーシップサービ

ス株式会社も連結の範囲に含めております。 

前連結会計年度において連結子会社であった

株式会社木曾清及び株式会社木曾清サービス

は、当連結会計年度の平成17年４月１日付けで

当社と合併したため、連結の範囲から除いてお

ります。 

前連結会計年度において連結子会社であった

株式会社テクノカネカは、平成17年９月30日付

けで当社と合併したため、連結の範囲から除い

ております。 

前連結会計年度において持分法を適用してお

りました株式会社シャトルは、平成17年６月30

日付けで株式を追加取得したことにより、議決

権の割合が80％になったため、連結の範囲に含

めておりましたが、平成18年３月31日付けで全

株式を譲渡したため、連結の範囲から除いてお

ります。 

(2）主要な非連結子会社 

──────────── 

  

  

 



前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18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の数   １社 

  会社名 

 株式会社ドルフ 

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の数   －社 

──────────── 

 株式会社ドルフについては、株式会社木曾清

の株式を取得したことにより、当連結会計年度

より持分法の適用範囲に含めております。 

 前連結会計年度において持分法適用非連結子

会社であった株式会社ドルフは、平成17年４月

１日付けで当社と合併したため、持分法適用の

非連結子会社より除いております。 

(２）持分法を適用した関連会社の数   １社 

 会社名 

 株式会社シャトル 

(２）持分法を適用した関連会社の数   １社 

 会社名 

 株式会社ペットフォレストアカデミー 

持分法を適用しておりました株式会社ケイ・

アイ・ケイは、株式会社木曾清が子会社になっ

たことに伴い、議決権の割合が100％になったた

め、持分法の適用範囲から除き連結の範囲に含

めております。 

前連結会計年度において持分法を適用してお

りました株式会社シャトルは、平成17年６月30

日付けで株式を追加取得したことにより、議決

権の割合が80％になったため、連結の範囲に含

めておりましたが、平成18年３月31日付けで全

株式を譲渡したため、連結の範囲から除いてお

ります。 

株式会社ペットフォレストアカデミーはジャ

ペル株式会社が子会社になったことに伴い、当

連結会計年度より持分法の適用範囲に含めてお

ります。 

(３） 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と

異なる会社については、各社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。 

      ──────────── 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 株式会社木曾清サービスの決算日は12月31日、株

式会社木曾清、株式会社ケー・シー・エス及び株式

会社ケイ・アイ・ケイの決算日は１月31日でありま

すが、当連結財務諸表の作成にあたっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しており、当連結決算日と

の間に生じた重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 株式会社ケー・シー・エス及び株式会社ケイ・ア

イ・ケイの決算日は１月31日でありますが、当連結

財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しており、当連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４．資本連結手続に関する事項 

 当社は、株式会社木曾清を株式交換制度を利用し

て完全子会社としており、企業結合に関する資本連

結手続はパーチェス法を適用しております。 

 なお、パーチェス法については、日本公認会計士

協会会計制度委員会研究報告第６号において、取得

会社が取得日から被取得会社の経営成績を連結損益

計算書に取り込み、また、資産・負債を取得日現在

の公正な評価額で連結貸借対照表に計上し、被取得

会社の純資産と投資原価が相違する場合にはその差

額を連結調整勘定として連結貸借対照表に計上する

方法であるとされております。 

４．資本連結手続に関する事項 

 当社は、ジャペル株式会社を株式交換制度を利用

して完全子会社としており、企業結合に関する資本

連結手続はパーチェス法を適用しております。 

 なお、パーチェス法については、日本公認会計士

協会会計制度委員会研究報告第６号において、取得

会社が取得日から被取得会社の経営成績を連結損益

計算書に取り込み、また、資産・負債を取得日現在

の公正な評価額で連結貸借対照表に計上し、被取得

会社の純資産と投資原価が相違する場合にはその差

額を連結調整勘定として連結貸借対照表に計上する

方法であるとされております。 

 



前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

５．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）によっております。 

５．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 

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

差額は全部資本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  

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

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 

主として移動平均法による原価法を採用し

ております。 

③たな卸資産 

商品 

同      左  

貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しております。 

貯蔵品 

同      左  

(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 

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（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、以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物    ３年～47年 

什器備品       ２年～20年 

(２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

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（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、以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物    ２年～47年 

什器備品       ２年～20年 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用の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

額法を採用しております。 

②無形固定資産 

同      左  

(３）繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

②社債発行費 

商法に定める最長期間（３年）で毎期均等償

却しております。 

(３）繰延資産の処理方法 

──────────── 

 



前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(４）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売掛金等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。 

(４）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同      左  

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払に備える

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退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、発生

した期から５年間で特別損失の退職給付引当金

繰入額として計上しております。 

 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内の一定

の年数（５年～10年）による定額法により按分

した額を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。 

 過去勤務債務は、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

る定額法で按分した額を発生した連結会計年度

から費用処理しております。 

③退職給付引当金 

同      左  

(追加情報) 

 連結子会社であったダイカ株式会社及び連結

子会社の株式会社ファッションあらたは、確定

給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成16年４月６日に国に返

還額（最低責任準備金）の納付を行っておりま

す。 

 当連結会計年度における損益に与える影響は

ありません。 

 連結子会社であった徳倉株式会社の退職給付

引当金は、簡便法により算定されておりました

が、当社との合併に伴い原則法により再算定し

ております。この結果、簡便法と原則法の差額

302百万円を特別損失の退職給付引当金繰入額

として計上しております。 

(追加情報) 

 連結子会社であった株式会社木曾清及び株式

会社木曾清サービスの退職給付引当金は、簡便

法により算定されておりましたが、当社との合

併に伴い原則法により再算定しております。こ

の結果、簡便法と原則法の差額72百万円を特別

損失の退職給付引当金繰入額として計上してお

ります。 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規

による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  

 



前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(５）重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準 

    ──────────── 

(５）重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

(６）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(６）重要なリース取引の処理方法 

同      左  

(７）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。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

おりますので特例処理を採用しております。 

(７）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同      左  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

③ヘッジ方針 

同      左  

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累積と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては有効性の評価を省略しており

ます。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同      左  

(８）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。 

(８）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 

同      左  

６．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

価評価法を採用しております。 

６．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同      左  

７．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却についてはその効果の発現す

る期間を見積り、２年間または５年間で均等償却を

行っております。 

７．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却についてはその効果の発現す

る期間を見積り、５年間で均等償却を行っておりま

す。 

８．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作

成しております。 

８．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同      左  

９．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っ

ております。 

９．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同      左  



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 

表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

────────────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これにより税金等調

整前当期純利益は370百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において区分掲記していた「未払

消費税等の増減（減少：△）」（当連結会計年度

△286百万円）は、重要性がないため、当連結会計

年度においては営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しております。  

──────────── 

２．前連結会計年度において区分掲記していた「有形

固定資産の除却による支出」（当連結会計年度△

９百万円）は、重要性がないため、当連結会計年

度においては投資活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しております。 

 

────────────  （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において区分掲記していた「合併

関連費用」（当連結会計年度１百万円）は、重要

性がないため、当連結会計年度においては特別損

失の「その他」に含めて表示しております。  

 ２．前連結会計年度において区分掲記していた「災害

復旧費用」（当連結会計年度１百万円）は、重要

性がないため、当連結会計年度においては特別損

失の「その他」に含めて表示しております。 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会平成16年２月13

日）が公表されたことに伴い、当連結会計年度から

同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割155百万円を販売費及び一般管理費として

処理しております。 

──────────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
平成17年３月31日 

当連結会計年度 
平成18年３月31日 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．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） 128百万円 投資有価証券（株式） 0百万円 

※２．担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産 

※２．担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産 

建物及び構築物 5,613百万円 

土地 8,444百万円 

投資有価証券 462百万円 

合計 14,520百万円 

建物及び構築物 5,919百万円 

土地 9,793百万円 

投資有価証券 827百万円 

合計 16,540百万円 

(2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務 

支払手形及び買掛金 2,478百万円 

短期借入金 9,484百万円 

長期借入金 5,987百万円 

社債 200百万円 

合計 18,150百万円 

支払手形及び買掛金 7,784百万円 

短期借入金 1,650百万円 

長期借入金 10,648百万円 

合計 20,083百万円 

 ３．         ────────────  ３．受取手形割引高           717百万円 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式59,132,886株

であります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式62,911,284株

であります。 

※５．当社及び連結子会社が保有する自己株式の数は、

普通株式 117,817株であります。 

※５．当社及び連結子会社が保有する自己株式の数は、

普通株式 133,602株であります。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１．販売費及び一般管理費 

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 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

荷造包装運搬費 16,004百万円 

給与手当 14,106百万円 

賞与引当金繰入額 1,038百万円 

退職給付費用 921百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 65百万円 

貸倒引当金繰入額 52百万円 

賃借料 2,934百万円 

荷造包装運搬費 20,290百万円 

給与手当 14,422百万円 

賞与引当金繰入額 1,145百万円 

退職給付費用 1,244百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 62百万円 

貸倒引当金繰入額 0百万円 

賃借料 3,727百万円 

※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。 

機械装置及び運搬具 5百万円 

土地 0百万円 

計 6百万円 

機械装置及び運搬具 3百万円 

土地 47百万円 

計 50百万円 

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 44百万円 

機械装置及び運搬具 0百万円 

土地 107百万円 

計 152百万円 

建物及び構築物 137百万円 

機械装置及び運搬具 2百万円 

土地 213百万円 

その他 0百万円 

計 354百万円 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 17百万円 

機械装置及び運搬具 4百万円 

什器備品 12百万円 

その他 11百万円 

計 47百万円 

建物及び構築物 55百万円 

機械装置及び運搬具 6百万円 

什器備品 51百万円 

ソフトウェア 22百万円 

その他 2百万円 

計 138百万円 

 



前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

──────────── ※５．減損会計 

(1) 減損損失を認識した資産グループ 

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。 

 

上記内訳は、福岡県直方市80百万円（内、土地

68百万円、建物11百万円及びその他０百万円）、

徳島県阿南市289百万円（内、土地191百万円、建

物87百万円及びその他10百万円）として特別損失

に計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

   百万円

福岡県直方市 遊休資産 土地及び建物等 80

徳島県阿南市 遊休資産 土地及び建物等 289

 (2) 資産のグルーピングの方法 

管理会計上の事業区分に基づく支店単位をキャ

ッシュ・フローを生み出す最小単位としておりま

す。ただし、遊休資産等は、個別の資産グループ

として取り扱っております。 

 (3) 減損損失の認識に至った経緯 

事業の用に供していない遊休資産のうち、市場

価格が帳簿価額に対して著しく下落した資産につ

いて減損損失を認識しております。 

 (4) 回収可能価額の算定 

遊休資産の回収可能額は正味売却価額により測

定しており、不動産鑑定士より入手した鑑定評価

額により評価しております。 

 (5) その他 

福岡県直方市の遊休資産の連結財務諸表と財務

諸表の減損損失計上額の差異48百万円は、平成14

年４月に株式移転により共同持株会社を設立した

際の、パーチェス法を適用したことによる資産評

価との差額であります。 



（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16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

※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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,036百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △313百万円 

現金及び現金同等物 6,723百万円 

現金及び預金勘定 5,338百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △414百万円 

現金及び現金同等物 4,924百万円 

※２．株式の取得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  

株式の取得により新たに株式会社木曾清サービ

ス、株式会社木曾清、株式会社ケー・シー・エ

ス、株式会社ケイ・アイ・ケイの４社が連結子会

社となったことに伴い、現金及び現金同等物1,546

百万円を「連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による収入」として表示しております。 

連結子会社となった株式会社木曾清サービスの平

成16年６月30日現在及び株式会社木曾清、株式会

社ケー・シー・エス、株式会社ケイ・アイ・ケイ

の平成16年７月31日現在の、資産・負債合計の主

な内訳は次のとおりであります。 

※２．株式の取得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  

株式の取得により新たに株式会社シャトル、ジャ

ペル株式会社、株式会社バンビ、ジャペルパート

ナーシップサービス株式会社の４社が連結子会社

となったことに伴い、現金及び現金同等物2,192百

万円を「連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による収入」として表示しております。 

連結子会社となった株式会社シャトルの平成17年

３月31日及びジャペル株式会社、株式会社バンビ

及びジャペルパートナーシップサービス株式会社

の平成17年11月30日現在の資産・負債合計の主な

内訳は次のとおりであります。 

流動資産 4,767百万円 

固定資産 1,370百万円 

連結調整勘定 990百万円 

繰延資産 0百万円 

資産合計 7,128百万円 

流動負債 2,872百万円 

連結調整勘定 243百万円 

固定負債 1,143百万円 

負債合計 4,259百万円 

流動資産 15,233百万円 

固定資産 4,825百万円 

資産合計 20,049百万円 

流動負債 16,048百万円 

固定負債 2,917百万円 

負債合計 18,965百万円 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(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 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

19 7 12 

什器備品 4,117 2,234 1,882 

ソフトウェア 461 198 263 

合計 4,598 2,440 2,157 

 
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

42 24 18 

什器備品 3,803 1,808 1,995 

ソフトウェア 673 323 349 

合計 4,519 2,156 2,363 

(2）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 587百万円 

１年超 1,686百万円 

合計 2,273百万円 

１年内 700百万円 

１年超 1,800百万円 

合計 2,500百万円 

(3）当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 667百万円 

減価償却費相当額 582百万円 

支払利息相当額 80百万円 

支払リース料 850百万円 

減価償却費相当額 757百万円 

支払利息相当額 75百万円 

(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 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同      左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 10百万円 

１年超 33百万円 

合計 44百万円 

１年内 14百万円 

１年超 48百万円 

合計 62百万円 

──────────── （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。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある「株式」について、4百万円の減損処理を行って

おります。  

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。  

       ２．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある「株式」について、25百万円の減損処理を行っ

ております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 

  

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

(1）株式 2,107 3,739 1,631 2,536 4,542 2,005 

(2）債券       

国債・地方債等 9 10 0 9 10 0 

(3）その他 － － － － － － 

小計 2,117 3,749 1,632 2,546 4,552 2,006 

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 1,105 946 △158 929 795 △134 

(2）債券             

国債・地方債等 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 1,105 946 △158 929 795 △134 

合計 3,222 4,696 1,473 3,476 5,347 1,871 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計金額 
（百万円） 

売却損の合計金額
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計金額 
（百万円） 

売却損の合計金額
（百万円） 

949 561 44 1,654 976 2 



３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

社債 5 － 

(2）その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 137 133 

優先出資証券 200 200 

投資事業有限責任組合契約 － 28 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

債券         

社債 5 10 － － － 10 － － 

合計 5 10 － － － 10 － － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

(1）取引の内容 

当社グループが利用しているデリバティブ取引は、

金利関連のもので金利スワップ取引であります。 

(1）取引の内容 

当社グループが利用しているデリバティブ取引は、

金利関連のもので金利スワップ取引、為替変動のもの

である通貨オプション取引、クーポンスワップ取引及

び通貨スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利

変動によるリスク回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利

変動によるリスク回避を目的としており、短期的な

売買差益の獲得及び投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(3）取引の利用目的 

当社グループのデリバティブ取引は、金利関連に

おいて、借入金利等の将来の金利市場における利率

上昇による金利変動リスクを回避する目的で利用し

ております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っておりますが、その方法等は「連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」の「５．会計処

理基準に関する事項」の「(ヘ）重要なヘッジ会計の

方法」に記載しております。 

(3）取引の利用目的 

当社グループのデリバティブ取引は、金利関連に

おいて、借入金利等の将来の金利市場における利率

上昇による金利変動リスクを回避する目的及び通貨

関連において輸入取引に係る将来の為替変動リスク

を回避する目的で利用しております。 

なお、金利スワップ取引については、デリバティ

ブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりますが、

その方法等は「連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」の「５．会計処理基準に関する事

項」の「(ヘ）重要なヘッジ会計の方法」に記載して

おります。 

(4）取引に係るリスクの内容 

当社グループが利用している金利スワップ取引

は、市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。なお、当社グループのデリバティブ取引の契約

先は、信用度の高い金融機関であり、相手方の契約

不履行から生じる信用リスクは、ほとんどないもの

と認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

当社グループが利用している金利スワップ取引

は、市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。また、通貨オプション取引、クーポンスワップ

取引及び通貨スワップ取引は、為替相場の変動によ

るリスクを有しております。なお、当社グループの

デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機

関であり、相手方の契約不履行から生じる信用リス

クは、ほとんどないものと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の基本方針は、当社グループ各

社の取締役会で決定され、各社経理部が実行及び管

理を行っております。 

なお、契約内容及び取引残高の照合は直接担当者

以外の管理職が行い、担当役員が取締役会において

報告することとしております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同      左 



２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

 当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されており、記載事項はありませ

ん。 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

 通貨関連 

（注）１．時価の算定方法は、クーポンスワップ取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を締結している金

融機関から提示された価格により算定しております。 

    ２．取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ示すものではあ

りません。 

    ３．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示対象から除いております。 

区分 種類 

当連結会計年度 

契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち１年超
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外の取引 

 クーポンスワップ 2,446 2,446 17 △6 

 通貨スワップ 2,018 2,018 19 △4 

 通貨オプション買建コール 801 576 20 △1 

 通貨オプション売建コール 1,065 734 △27 △0 

合計 6,332 5,777 30 △12 



（退職給付関係） 

次へ  

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給

付企業年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。 

  連結子会社は、確定給付型の制度として、規約型

確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

  また、従業員の退職等に際して、退職給付会計基

準に準拠した数理計算による退職給付債務の対象と

されない割増退職金を支払う場合があります。 

 なお、当社及び一部の連結子会社において、退職

給付信託を設定しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給

付企業年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。 

  連結子会社は、確定給付型の制度として、規約型

確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

  また、従業員の退職等に際して、退職給付会計基

準に準拠した数理計算による退職給付債務の対象と

されない割増退職金を支払う場合があります。 

 なお、当社において、退職給付信託を設定してお

ります。 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

(1）退職給付債務 10,347百万円 

(2）年金資産 △3,148百万円 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) 7,199百万円 

(4）会計基準変更時差異の未処理額 △37百万円 

(5）未認識過去勤務債務 379百万円 

(6）未認識数理計算上の差異 △1,755百万円 

(7）退職給付引当金 

(3)＋(4)＋(5)＋(6) 
5,785百万円 

(1）退職給付債務 10,063百万円 

(2）年金資産 △3,550百万円 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) 6,512百万円 

(4）未認識過去勤務債務 284百万円 

(5）未認識数理計算上の差異 △424百万円 

(6）退職給付引当金 

(3)＋(4)＋(5) 
6,372百万円 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

（注）会計基準変更時差異の費用処理額及び簡便

法から原則法への変更による差額は特別損失に計

上しております。 

(1）勤務費用 559百万円 

(2）利息費用 186百万円 

(3）期待運用収益 △56百万円 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 88百万円 

(5）過去勤務債務の費用処理額 △94百万円 

(6）数理計算上の差異の費用処理額 325百万円 

(7）簡便法から原則法への変更による 

  差額 
302百万円 

  退職給付費用 1,312百万円 

（注）会計基準変更時差異の費用処理額及び簡便

法から原則法への変更による差額は特別損失に計

上しております。 

(1）勤務費用 699百万円 

(2）利息費用 208百万円 

(3）期待運用収益 △61百万円 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 34百万円 

(5）過去勤務債務の費用処理額 △94百万円 

(6）数理計算上の差異の費用処理額 492百万円 

(7）簡便法から原則法への変更による 

  差額 
72百万円 

  退職給付費用 1,350百万円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 

(2）割引率 2.0％

(3）期待運用収益率 2.0％

(4）会計基準変更時差異の費用処理年数 ５年

(5）過去勤務債務の費用処理年数 ５年

(6）数理計算上の差異の費用処理年数 ５年～10年

(1）退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 

(2）割引率 2.0％

(3）期待運用収益率 2.0％

(4）会計基準変更時差異の費用処理年数 ５年

(5）過去勤務債務の費用処理年数 ５年

(6）数理計算上の差異の費用処理年数 ５年～10年



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

 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。 

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となった主な項目別の内訳 

 
 前連結会計年度  
平成17年３月31日 

 
 当連結会計年度  
平成18年３月31日 

繰延税金資産    

退職給付引当金 2,183百万円    2,587百万円 

賞与引当金 420百万円    463百万円 

役員退職慰労引当金 113百万円     277百万円 

未払事業税及び未払事業所税 80百万円    84百万円 

貸倒引当金 69百万円    69百万円 

投資有価証券評価損 91百万円    109百万円 

土地評価差損  47百万円    13百万円 

減損損失 －百万円  105百万円 

その他 264百万円    265百万円 

繰延税金資産小計 3,271百万円       3,976百万円 

評価性引当額 △291百万円     △455百万円 

繰延税金資産合計 2,979百万円       3,520百万円 

繰延税金負債    

土地評価差益 △1,790百万円     △1,784百万円 

その他有価証券評価差額金 △775百万円    △1,048百万円 

その他 △43百万円   △40百万円 

繰延税金負債小計 △2,609百万円     △2,874百万円 

繰延税金資産の純額 369百万円     646百万円 

       

    

流動資産－繰延税金資産 616百万円     618百万円 

固定資産－繰延税金資産 1,321百万円       1,542百万円 

固定負債－繰延税金負債 1,568百万円       1,515百万円 

 前連結会計年度 

平成17年３月31日

 当連結会計年度 

平成18年３月31日 

法定実効税率 40.4％  40.4％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7％  7.9％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8％  △1.5％ 

繰越欠損金 △3.2％  △44.1％ 

住民税均等割額 9.3％  24.0％ 

評価性引当額 16.3％  31.3％ 

還付法人税等 －  △7.5％ 

法人税等の特別控除額 －  △8.9％ 

前期損益修正 －  △0.9％ 

土地売却に係る売却損益の調整 －  8.2％ 

連結調整勘定償却 △2.1％  15.0％ 

有価証券売却に係る売却損益の調整 －  4.2％ 

その他 1.9％  0.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.5％  68.9％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合

計、営業損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17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合

計、営業損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。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当連結会計年度において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17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当連結会計年度において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。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当連結会計年度において海外売上高はないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当連結会計年度において海外売上高はないため、該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。 

２．小野今朝雄は、当社代表取締役副社長小野文明の義兄であります。 

３．㈱ユーホーは、当社代表取締役小野文明及びその近親者並びに当社常務取締役本田栄宏が議決権の78％を所

有している会社であります。 

４．音羽殖産㈱は、当社代表取締役伊藤昌弘、当社専務取締役鈴木洋一、取締役鈴木隆二及び取締役正村隆一並

びにその近親者が議決権の54％を所有している会社であります。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (１) 賃貸借取引については、近隣の地代を参考にして同等の価格によっております。 

 (２) 販売取引については、他の販売先と同等の条件で価格を決定しております。 

 (３) 社有車の売却取引については、取引月の当社簿価を売買価格としております。 

属性 
氏名又は会
社等の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

役員及びそ

の近親者  

伊藤昌弘 －  － 
当社代表

取締役 

 (被所有)

直接 1.41 
－ － 

固定資産賃

借 
1 －  － 

小野今朝

雄  
－  － － 

(被所有) 

直接 0.24 
－ － 

駐車場の賃

貸  
0 －  － 

徳倉廣治 －  － 
当社 

相談役 

(被所有) 

直接 0.60 
－ － 

四国支社建

物賃借等 
30 －  － 

四国支社建

物賃貸等 
17 － － 

小野文明 －  － 

当社代表

取締役副

社長 

 (被所有)

直接 0.18 
－ － 

社有車の売

却 
1 －  － 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社 

㈱ユーホー 
大分県 

中津市 
20 卸売業 － － 

商品の販

売 

日用品の販

売  
2 売掛金 0 

音羽殖産㈱ 
名古屋市 

中区 
12 

1.動産及

び不動産

の売買・

賃貸の管

理  

2.損害保

険の代理

業 

 (被所有)

直接 9.22 
1 

不動産 

の賃貸 

名古屋支店

ビル等賃借
55 保証金 4 



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。 

２．ペットライブラリー㈱は、当社取締役柘植邦弘及びその近親者が議決権の100％を所有している会社であり

ます。 

３．㈱ベッツ・チョイス・ジャパンは、当社取締役柘植邦弘及びその近親者が議決権の100％を所有している会

社であります。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (１) 賃貸借取引については、近隣の地代を参考にして同等の価格によっております。 

 (２) 販売取引については、他の販売先と同等の条件で価格を決定しております。 

 (３) ブランド使用料については、適正な条件で価格を決定しております。 

 (４) 仕入取引については、他の仕入先と同等の条件で価格を決定しております。 

属性 
氏名又は会
社等の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

役員及びそ

の近親者  
伊藤昌弘 －  － 

当社代表

取締役 

 (被所有)

直接 1.32 
－ － 

固定資産賃

借 
0 －  － 

 役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社 

ペットライ

ブラリー

㈱  

 名古屋市 

中村区 
10 小売業   － 1 

 商品の 

販売 

ペット用品

の販売  
70  売掛金 46 

  

ブランド使

用料の支

払  

9  未払金 2 

  

㈱ベッツ・

チョイス・

ジャパン 

愛知県 

春日井市 
10 

ペットフ

ード輸入

販売 

   － 1 
商品の 

仕入 

ペットフー

ドの仕入 
84 

保証金 

買掛金 

28 

39 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益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16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額    669円37銭 

１株当たり当期純利益金額    10円48銭 

１株当たり純資産額       652円54銭 

１株当たり当期純利益金額      2円99銭 

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。 

同     左 

 
前連結会計年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当期純利益（百万円） 622 213 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 18 33 

（うち利益処分による役員賞与金）  (18)  （33） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 604 180 

期中平均株式数（千株） 57,655 60,261 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

    子会社及び孫会社との合併契約 

 当社は、平成17年４月１日をもって、当社完全子会社である株式会社木曾清及び株式会社木曾清の完全子

会社である、株式会社木曾清サービス、株式会社ドルフ（以下３社を併せて「当社関係会社３社」とい

う。）と合併いたしました。 

ジャペル株式会社との株式交換 

 当社は、平成17年６月21日開催の取締役会決議に基づき、株式交換により、平成17年12月１日にジャペル

株式会社を完全子会社とすることを決議し、株式交換契約を締結いたしました。 

 株式交換契約書は、平成17年９月29日開催予定の臨時株主総会において本契約の承認及び株式交換に必要

な事項に関する決議を求めます。 

(自 平成16年２月21日 至 平成17年２月20日) 

(1) 目的 専門的な商品ノウハウが求められる「家庭用品」カテゴリーを強化すると伴に、販売及び

マーチャンダイジング機能を充実させ、ノンフードフルラインの商品供給を強化すること

を目的として合併いたしました。 

(2) 合併期日 平成17年４月１日  

(3) 合併方式  当社を存続会社とする吸収合併で、当社関係会社３社は解散会社となります。  

(4) 合併方法  当社は、株式会社木曾清の株式を100％所有しており、また、株式会社木曾清サービス及

び株式会社ドルフの株式についても株式会社木曾清が100％所有しているため、合併によ

る新株の発行及び資本の増加はありません。 

(5) 合併交付金  合併交付金の支払はありません。  

なお、当社が引き継ぐ主な資産及び負債の状況は、次のとおりであります。 

(平成17年３月31日現在)  

  ㈱木曾清 ㈱木曾清サービス ㈱ドルフ 

  百万円 百万円 百万円 

資産合計 4,795 296 127 

負債合計 3,060 106 0 

(1) 目的 全国卸売業としてノンフード商品をフルラインで供給するために当社の主要なカテ

ゴリーである「化粧品」「トイレタリー」「家庭紙」「家庭用品」に加え「ペット

用品」の充実を図り、消費者が求める商品をより幅広く、広域にローコストに提供

し続け、卸売機能の実践と強靭な財務体制を築き上げる為、ジャペル株式会社を完

全子会社とし、事業運営の一体化を図ることにいたしました。 

(2) 株式交換期日 平成17年12月１日  

(3) 株式交換比率 ジャペル株式会社の株式１株に対して、当社株式13.4株を割当交付しました。 

株式交換比率については第三者機関である日興コーディアル証券株式会社に依頼

し、その算定結果をもとに両社協議のうえ決定いたしました。 

(4) 発行株式数  株式交換により発行した新株式数    普通株式 3,778,398株 

(5) 増加資本準備金 
増加資本準備金の額は、株式交換の日に現存する純資産の額としました。 

なお、株式交換により増加した資本金はありません。 

(6) 株式交換交付金  株式交換交付金の支払はありません。  

ジャペル株式会社の資産及び負債等の状況は、次のとおりであります。 

             (平成17年２月20日現在)  

資産合計   17,403 百万円  

負債合計 16,673 百万円  

資本合計 729 百万円  

売上高 56,526 百万円  

当期純利益 135 百万円  



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

    当社、中央物産株式会社及び株式会社シスコとの合併の基本合意解消 

当社、中央物産株式会社及び株式会社シスコは、平成18年10月１日を期日として３社が合併することに関

し、平成18年３月１日付けにて合併に関する「基本合意書」を締結しておりましたが、平成18年６月15日の取

締役会において、本合併に関する基本合意書を解消することを決議いたしました。また、平成17年12月８日付

にて締結いたしました３社による包括的業務提携契約も解消となります。 

    株式会社シスコとの合併に関する「基本合意書」の締結 

当社及び株式会社シスコは、平成18年６月15日開催の取締役会において、平成18年10月１日を期日として、

両社が合併することを決議し、基本合意書を締結いたしました。 

(1) 目的 高付加価値サービスの実現、専門化されたマーチャンダイジング機能の提供、財務

体質の強化、フレキシブルな物流体制等を実現させることを目的としております。 

(2) 合併期日 平成18年10月１日 

(3) 
合併契約書承認臨

時株主総会 
平成18年８月25日 

(4) 合併方式 当社を存続会社とする合併方式といたします。 

(5) 合併比率 合併比率については、今後、外部機関の評価結果を踏まえて、両社協議のうえ決定

いたします。 

(6) 合併交付金  未定 

なお、株式会社シスコの資産及び負債等の状況は、次のとおりであります。 

         (平成17年３月31日現在)  

  (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

資産合計   17,573 百万円  

負債合計 14,057 百万円  

売上高 50,511 百万円  

当期純利益 233 百万円  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年内の償還予定であります。 

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、当期期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以

下のとおりであります。 

(2）【その他】 

  該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

㈱あらた 第１回無担保社債 
平成14年９月

30日 

190 

(44)

146 

(44)
1.35 なし 

平成21年９月

30日 

㈱あらた 第１回無担保社債 
平成12年10月

25日 

220 

(220)

－ 

 
1.70 なし 

平成17年10月

25日 

㈱あらた 第１回物上担保附社債 
平成10年9月

25日 

100 

(100) 

－ 

  
2.10 あり 

平成17年９月

22日 

㈱あらた 第２回物上担保附社債 
平成10年9月

25日 

100 

(100) 

－ 

  
2.10 あり 

平成17年９月

22日 

㈱あらた 第４回無担保社債 
平成14年3月

27日 

200 

  

200 

(200) 
0.70 なし 

平成19年３月

27日 

ジャペル㈱  第３回無担保社債  
平成15年8月

25日  
－ 100 0.85 なし  

平成20年8月

25日  

ジャペル㈱  第４回無担保社債  
平成16年3月

25日  
－ 

100 

(10) 
0.19 なし  

平成23年3月

25日  

ジャペル㈱  第４回無担保社債  
平成16年2月

10日  
－ 100 0.82 なし  

平成21年2月

10日  

ジャペル㈱  第６回無担保社債  
平成16年7月

26日  
－ 100 1.04 なし  

平成19年7月

26日  

合計 － － 
810 

(464)

746 

(254)
－ － － 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年内 
（百万円） 

２年超３年内 
（百万円） 

３年超４年内 
（百万円） 

４年超５年内 
（百万円） 

254 164 264 34 20 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 45,810 40,705 0.6 － 

１年内返済予定の長期借入金 2,998 5,620 1.1 － 

長期借入金（１年内返済予定のものを除く。） 7,422 10,743 1.2 
平成19年５月 

～平成39年2月 

その他有利子負債 － － － － 

合計 56,230 57,069 － － 

 
１年超２年内 
（百万円） 

２年超３年内 
（百万円） 

３年超４年内 
（百万円） 

４年超５年内 
（百万円） 

長期借入金 3,368 3,302 1,970 1,091 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   4,175   2,769  

２．受取手形    2,405   2,593  

３．売掛金    50,035   54,119  

４．有価証券    5   －  

５．商品    18,276   21,337  

６．未収入金    7,730   8,344  

７．前払費用    250   283  

８．繰延税金資産   517   473  

９．関係会社短期貸付金    3,410   139  

10．その他   687   674  

   貸倒引当金    △213   △190  

流動資産合計   87,280 64.3  90,543 65.8 

Ⅱ 固定資産        

１. 有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 26,926   27,773   

減価償却累計額  13,449 13,477  14,578 13,195  

(2) 構築物  1,817   1,807   

減価償却累計額  1,283 533  1,340 467  

(3) 車輌運搬具  1,208   969   

減価償却累計額  1,018 189  826 143  

(4) 什器備品  7,664   7,351   

減価償却累計額  5,609 2,055  5,655 1,696  

(5) 土地 ※１  19,981   19,649  

(6) 建設仮勘定   －   28  

有形固定資産合計   36,237 26.7  35,180 25.6 

２. 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   996   1,579  

(2) ソフトウェア仮勘定   570   429  

(3) その他   74   79  

無形固定資産合計   1,641 1.2  2,088 1.5 

３. 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※１  4,435   4,510  

(2) 関係会社株式   2,414   1,228  

(3) 出資金   304   292  

(4) 従業員長期貸付金    27   62  

(5) 破産更生債権等    335   291  

(6) 長期前払費用    86   98  

(7) 繰延税金資産   1,623   1,668  

(8) その他   1,740   1,935  

   貸倒引当金   △366   △309  

投資その他の資産合計   10,601 7.8  9,779 7.1 

固定資産合計   48,480 35.7  47,049 34.2 

資産合計   135,760 100.0  137,592 100.0 

          

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形   1,590   1,257  

２．買掛金 ※１  28,429   31,225  

３．短期借入金 ※１  45,851   38,850  

４．一年以内償還予定社債    264   244  

５．一年以内返済予定長期
借入金 

※１  2,853   4,885  

６．未払金   3,421   3,884  

７．未払費用    794   824  

８．未払法人税等   －   234  

９．預り金   315   353  

10．前受収益   12   6  

11．賞与引当金   971   863  

12．その他   4   189  

流動負債合計   84,510 62.3  82,817 60.2 

        

Ⅱ 固定負債        

１．社債   146   102  

２．長期借入金 ※１  7,000   9,473  

３．退職給付引当金   5,497   5,896  

４．役員退職慰労引当金   56   76  

５．その他   485   538  

固定負債合計   13,185 9.7  16,086 11.7 

負債合計   97,695 72.0  98,904 71.9 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  5,000 3.7  5,000 3.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  27,297   28,280   

２．その他資本剰余金           

 (1) 資本準備金減少差益  1,945   1,945   

資本剰余金合計   29,242 21.5  30,225 22.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  515   520   

２．任意積立金          

 (1) 固定資産圧縮積立金  73   63   

３．当期未処分利益  2,219   1,652   

利益剰余金合計   2,808 2.0  2,236 1.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  1,067 0.8  1,288 0.9 

Ⅴ 自己株式 ※３  △54 △0.0  △62 △0.0 

資本合計   38,064 28.0  38,688 28.1 

負債及び資本合計   135,760 100.0  137,592 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    392,598 100.0  422,859 100.0 

Ⅱ 売上原価         

１．商品期首たな卸高  －    18,276    

２．合併による商品受入高  15,657    1,590    

３．当期商品仕入高  350,315    375,210    

 合計  365,973    395,077    

４．商品期末たな卸高  18,276 347,697 88.6 21,337 373,739 88.4 

売上総利益   44,901 11.4  49,119 11.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  45,664 11.6  51,284 12.1 

営業損失    762 △0.2  2,165 △0.5 

Ⅳ 営業外収益             

１．受取利息   31   23   

２．受取配当金   82   57   

３．仕入割引   3,120   3,592   

４．その他   255 3,489 0.9 302 3,975 0.9 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   498   459   

２．売上割引   170   148   

３．その他   16 684 0.2 7 615 0.2 

経常利益   2,042 0.5  1,195 0.3 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 5   31   

２．投資有価証券売却益   579   974   

３．貸倒引当金戻入益   375   50   

４．その他   － 960 0.2 21 1,078 0.2 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 99   188   

２．固定資産除却損 ※４ 44   125   

３．減損損失 ※５ －   418   

４．投資有価証券売却損   38   1   

５．投資有価証券評価損   8   26   

６．退職給付引当金繰入額   358   106   

７．従業員臨時退職金   311   471   

８．合併関連費用   211   －   

９．災害復旧費用   120   －   

10．関係会社株式評価損   －   23   

11．貸倒引当金繰入額   －   17   

12．その他   102 1,295 0.3 35 1,415 0.3 

税引前当期純利益   1,707 0.4  857 0.2 

法人税、住民税及び事
業税 

 533   405   

法人税等調整額  455 988 0.3 △105 299 0.1 

当期純利益   718 0.1  558 0.1 

前期繰越利益   23    1,514   

合併により受入れた未
処分利益 

  1,523    236   

抱合株式消却損    45    657   

当期未処分利益   2,219    1,652   

        



③【利益処分計算書】 

  
前事業年度 
株主総会承認日 
平成17年６月29日 

当事業年度 
株主総会承認日 
平成18年６月29日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

(当期未処分利益の処分)       

Ⅰ 当期未処分利益   2,219  1,652 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

1．固定資産圧縮積立金取崩
額 

 9 9 4 4 

    合計    2,229   1,656 

Ⅲ 利益処分額      

  1．配当金  708  753  

  2．役員賞与金  6  －  

    （取締役賞与金）  (6) 714 (－) 753 

Ⅳ 次期繰越利益   1,514  903 

      

(その他資本剰余金の処分)       

Ⅰ その他資本剰余金   1,945  1,945 

Ⅱ その他資本剰余金次期繰
越額 

  1,945  1,945 

       



重要な会計方針 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）によっております。 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

     同     左 

(2) 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

は全部資本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。 

(2) 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を採用しております。 

  時価のないもの 

     同     左 

(3) 子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(3) 子会社株式 

     同     左 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引 

 時価法 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引 

 同     左 

３．たな卸商品の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

移動平均法による原価法を採用しております。 

３．たな卸商品の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

     同     左 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 

(2) 貯蔵品 

     同     左 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

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

（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、下記のとおりでありま

す。 

建物      ３年～47年 

什器備品    ２年～20年 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

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

（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、下記のとおりでありま

す。 

建物      ２年～47年 

什器備品    ２年～20年 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用の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

を採用しております。 

(2）無形固定資産 

     同     左 

５．繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(2）社債発行費 

商法に定める最長期間（３年）で毎期均等償却

しております。 

５．繰延資産の処理方法 

    ──────────── 

 



前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

売掛金等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。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

     同     左 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額の当事業年度負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

     同     左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末に発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については発生した

事業年度から５年間で特別損失の退職給付引当金

繰入額として計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（５年～10年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

過去勤務債務は、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

額法で按分した額を発生した事業年度から費用処

理しております。 

(3）退職給付引当金 

     同     左 

（追加情報） 

被合併会社のダイカ株式会社は、確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分に

ついて、平成16年４月６日に国に返還額（最低責

任準備金）の納付を行いました。 

当事業年度における損益に与えている影響はあ

りません。 

被合併会社の徳倉株式会社の退職給付引当金

は、簡便法により算定されておりましたが、当社

との合併に伴い原則法により再算定しておりま

す。 

この結果、簡便法と原則法の差額302百万円を特

別損失の退職給付引当金繰入額として計上してお

ります。 

（追加情報） 

被合併会社の株式会社木曾清及び株式会社木曾

清サービスの退職給付引当金は、簡便法により算

定されておりましたが、当社との合併に伴い原則

法により再算定しております 

この結果、簡便法と原則法の差額72百万円を特

別損失の退職給付引当金繰入額として計上してお

ります。 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に

よる当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 

７．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

７．リース取引の処理方法 

     同     左 

 



前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

８．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

また、金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしておりますので特例処理を採用してお

ります。 

８．ヘッジ会計の方法 

(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） （ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同     左 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

(3）ヘッジ方針 

     同     左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累積と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累積を比

較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては有効性の評価を省略しており

ます。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

     同     左 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

         同     左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

────────────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税引前当期純

利益は418百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

        ────────────  （損益計算書） 

１．前事業年度において区分掲記していた「合併関連

費用」（当事業年度１百万円）は、重要性がない

ため、当事業年度においては特別損失の「その

他」に含めて表示しております。  

 ２．前事業年度において区分掲記していた「災害復旧

費用」（当事業年度１百万円）は、重要性がない

ため、当事業年度においては特別損失の「その

他」に含めて表示しております。 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会平成16年２月13

日）が公表されたことに伴い、当事業年度から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割 155百万円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 

──────────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
平成17年３月31日 

当事業年度 
平成18年３月31日 

※１．担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産 

※１．担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産 

建物 5,407百万円 

土地 6,709百万円 

投資有価証券 395百万円 

合計 12,511百万円 

建物 5,187百万円 

土地 6,880百万円 

投資有価証券 512百万円 

合計 12,580百万円 

(2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務 

買掛金 2,375百万円 

短期借入金 7,049百万円 

一年以内返済予定長期借入金 2,270百万円 

長期借入金 5,575百万円 

合計 17,270百万円 

買掛金 2,984百万円 

短期借入金 1,650百万円 

一年以内返済予定長期借入金 2,734百万円 

長期借入金 7,703百万円 

合計 15,072百万円 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 150,000,000株 

発行済株式総数  普通株式 59,132,886株 

授権株式数    普通株式 150,000,000株 

発行済株式総数  普通株式 62,911,284株 

※３．自己株式の数 普通株式 117,817株 ※３．自己株式の数 普通株式 133,602株 

 ４．偶発債務 

次の子会社について、債務保証を行っておりま

す。 

保証先 
金額 

（百万円） 
内容 

㈱ケイ・アイ・ケイ  86 
借入金、仕入

債務 

㈱九州シーエルシー  70 リース債務 

㈱ファッションあらた  43 仕入債務 

 ５．商法施行規則第124条第３号に

規定する資産に時価を付したこ

とにより増加した純資産額 

1,067百万円 

 ４．偶発債務 

次の子会社について、債務保証を行っておりま

す。 

保証先 
金額 

（百万円） 
内容 

㈱ファッションあらた 44 仕入債務 

 ５．商法施行規則第124条第３号に

規定する資産に時価を付したこ

とにより増加した純資産額 

1,288百万円 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は35.1％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

64.9％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．販売費に属する費用のおおよその割合は39.7％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

60.3％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。 

荷造包装運搬費 15,361百万円 

給与手当 12,355百万円 

賞与引当金繰入額 971百万円 

退職給付費用 963百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 56百万円 

減価償却費 1,757百万円 

賃貸料 2,595百万円 

荷造包装運搬費 19,622百万円 

給与手当 12,365百万円 

賞与引当金繰入額 863百万円 

退職給付費用 1,192百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 55百万円 

減価償却費 1,649百万円 

賃貸料 3,126百万円 

※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。 

車輌運搬具 5百万円 

計 5百万円 

車輌運搬具 3百万円 

土地 28百万円 

計 31百万円 

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 44百万円 

構築物 0百万円 

車輌運搬具 0百万円 

土地 54百万円 

計 99百万円 

建物 134百万円 

構築物 2百万円 

車輌運搬具 2百万円 

什器備品 0百万円 

土地 48百万円 

計 188百万円 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 15百万円 

構築物 0百万円 

車輌運搬具 4百万円 

什器備品 12百万円 

その他 11百万円 

計 44百万円 

建物 44百万円 

構築物 8百万円 

車輌運搬具 6百万円 

什器備品 51百万円 

その他 14百万円 

計 125百万円 

 



前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

──────────── ※５．減損会計 

(1) 減損損失を認識した資産グループ 

当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

 

上記内訳は、福岡県直方市128百万円（内、土地

116百万円、建物11百万円及びその他０百万円）、

徳島県阿南市289百万円（内、土地191百万円、建

物87百万円及びその他10百万円）として特別損失

に計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

   百万円

福岡県直方市 遊休資産 土地及び建物等 128

徳島県阿南市 遊休資産 土地及び建物等 289

 (2) 資産のグルーピングの方法 

管理会計上の事業区分に基づく支店単位をキャ

ッシュ・フローを生み出す最小単位としておりま

す。ただし、遊休資産等は、個別の資産グループ

として取り扱っております。 

 (3) 減損損失の認識に至った経緯 

事業の用に供していない遊休資産のうち、市場

価格が帳簿価額に対して著しく下落した資産につ

いて減損損失を認識しております。 

 (4) 回収可能価額の算定 

遊休資産の回収可能額は正味売却価額により測

定しており、不動産鑑定士より入手した鑑定評価

額により評価しております。 



（リース取引関係） 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(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 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌運搬具 19 7 12 

什器備品 2,365 839 1,525 

ソフトウェア 70 28 42 

合計 2,455 875 1,580 

 
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌運搬具 19 6 12 

什器備品 2,893 1,237 1,656 

ソフトウェア 219 56 163 

合計 3,132 1,300 1,831 

(2）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 303百万円 

１年超 1,349百万円 

合計 1,653百万円 

１年内 477百万円 

１年超 1,443百万円 

合計 1,920百万円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 390百万円 

減価償却費相当額 346百万円 

支払利息相当額 60百万円 

支払リース料 527百万円 

減価償却費相当額 479百万円 

支払利息相当額 60百万円 

(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 

  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。 

(5）利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 6百万円 

１年超 9百万円 

合計 15百万円 

１年内 14百万円 

１年超 48百万円 

合計 62百万円 

──────────── （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。 



（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における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。 

（税効果会計関係） 

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 

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となった主な項目別の内訳 

 
前事業年度 

平成17年３月31日
 

当事業年度 
平成18年３月31日 

繰延税金資産      

退職給付引当金 2,073百万円  2,384百万円 

賞与引当金 392百万円  349百万円 

役員退職慰労引当金 22百万円  30百万円 

未払事業税及び未払事業所税 72百万円  68百万円 

貸倒引当金 59百万円  56百万円 

投資有価証券評価損 62百万円  91百万円 

減価償却超過額 33百万円  58百万円 

合併受入評価差損 424百万円  393百万円 

減損損失 －百万円  124百万円 

その他 177百万円  139百万円 

繰延税金資産小計 3,320百万円  3,696百万円 

評価性引当額 △156百万円  △385百万円 

繰延税金資産合計 3,163百万円  3,311百万円 

合併受入評価差益  254百万円  253百万円 

その他有価証券評価差額金 724百万円  874百万円 

その他 43百万円  40百万円 

繰延税金負債合計 1,022百万円  1,169百万円 

繰延税金資産の純額 2,141百万円  2,142百万円 

         

流動資産－繰延税金資産 517百万円  473百万円 

固定資産－繰延税金資産 1,623百万円  1,668百万円 

 
前事業年度 

平成17年３月31日
 

当事業年度 
平成18年３月31日 

法定実効税率 40.4％  40.4％ 

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7％  5.6％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7％  △1.1％ 

繰越欠損金 △3.3％  △35.3％ 

住民税均等割額 9.7％  18.7％ 

評価性引当額 9.2％  20.3％ 

還付法人税等 －％  △6.0％ 

法人税額の特別控除額 －％  △6.5％ 

その他 △0.1％  △1.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.9％  34.9％ 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額    644円90銭 

１株当たり当期純利益金額 12円35銭 

１株当たり純資産額       616円27銭 

１株当たり当期純利益金額   9円26銭 

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。 
同左 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当期純利益（百万円） 718 558 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 6 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (6) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 712 558 

期中平均株式数（千株） 57,655 60,261 



（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

    子会社及び孫会社との合併契約 

 当社は、平成17年４月１日をもって、当社完全子会社である株式会社木曾清及び株式会社木曾清の完全子

会社である、株式会社木曾清サービス、株式会社ドルフ（以下３社を併せて「当社関係会社３社」とい

う。）と合併いたしました。 

ジャペル株式会社との株式交換 

 当社は、平成17年６月21日開催の取締役会決議に基づき、株式交換により、平成17年12月１日にジャペル

株式会社を完全子会社といたしました。 

 株式交換契約書は、平成17年９月29日開催予定の臨時株主総会において本契約の承認及び株式交換に必要

な事項に関する決議を求めます。 

(自 平成16年２月21日 至 平成17年２月20日) 

(1) 目的 専門的な商品ノウハウが求められる「家庭用品」カテゴリーを強化すると伴に、販売及び

マーチャンダイジング機能を充実させ、ノンフードフルラインの商品供給を強化すること

を目的として合併いたしました。 

(2) 合併期日 平成17年４月１日  

(3) 合併方式  当社を存続会社とする吸収合併で、当社関係会社３社は解散会社となります。  

(4) 合併方法  当社は、株式会社木曾清の株式を100％所有しており、また、株式会社木曾清サービス及

び株式会社ドルフの株式についても株式会社木曾清が100％所有しているため、合併によ

る新株の発行及び資本の増加はありません。 

(5) 合併交付金  合併交付金の支払はありません。  

なお、当社が引き継ぐ主な資産及び負債の状況は、次のとおりであります。 

(平成17年３月31日現在)  

  ㈱木曾清 ㈱木曾清サービス ㈱ドルフ 

  百万円 百万円 百万円 

資産合計 4,795 296 127 

負債合計 3,060 106 0 

(1) 目的 全国卸売業としてノンフード商品をフルラインで供給するために当社の主要なカテ

ゴリーである「化粧品」「トイレタリー」「家庭紙」「家庭用品」に加え「ペット

用品」の充実を図り、消費者が求める商品をより幅広く、広域にローコストに提供

し続け、卸売機能の実践と強靭な財務体制を築き上げる為、ジャペル株式会社を完

全子会社とし、事業運営の一体化を図ることにいたしました。 

(2) 株式交換期日 平成17年12月１日  

(3) 株式交換比率 ジャペル株式会社の株式１株に対して、当社株式13.4株を割当交付しました。 

株式交換比率については第三者機関である日興コーディアル証券株式会社に依頼

し、その算定結果をもとに両社協議のうえ決定いたしました。 

(4) 発行株式数  株式交換により発行した新株式数    普通株式 3,778,398株 

(5) 増加資本準備金 
増加資本準備金の額は、株式交換の日に現存する純資産の額としました。 

なお、株式交換により増加した資本金はありません。 

(6) 株式交換交付金  株式交換交付金の支払はありません。  

ジャペル株式会社の資産及び負債等の状況は、次のとおりであります。 

             (平成17年２月20日現在)  

資産合計   17,403 百万円  

負債合計 16,673 百万円  

資本合計 729 百万円  

売上高 56,526 百万円  

当期純利益 135 百万円  



当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

    当社、中央物産株式会社及び株式会社シスコとの合併の基本合意解消 

当社、中央物産株式会社及び株式会社シスコは、平成18年10月１日を期日として３社が合併することに関

し、平成18年３月１日付けにて合併に関する「基本合意書」を締結しておりましたが、平成18年６月15日の取

締役会において、本合併に関する基本合意書を解消することを決議いたしました。また、平成17年12月８日付

にて締結いたしました３社による包括的業務提携契約も解消となります。 

    株式会社シスコとの合併に関する「基本合意書」の締結 

当社及び株式会社シスコは、平成18年６月15日開催の取締役会において、平成18年10月１日を期日として、

両社が合併することを決議し、基本合意書を締結いたしました。 

(1) 目的 高付加価値サービスの実現、専門化されたマーチャンダイジング機能の提供、財務

体質の強化、フレキシブルな物流体制等を実現させることを目的としております。 

(2) 合併期日 平成18年10月１日 

(3) 
合併契約書承認臨

時株主総会 
平成18年８月25日 

(4) 合併方式 当社を存続会社とする合併方式といたします。 

(5) 合併比率 合併比率については、今後、外部機関の評価結果を踏まえて、両社協議のうえ決定

いたします。 

(6) 合併交付金  未定 

なお、株式会社シスコの資産及び負債等の状況は、次のとおりであります。 

         (平成17年３月31日現在)  

  (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

資産合計   17,573 百万円  

負債合計 14,057 百万円  

売上高 50,511 百万円  

当期純利益 233 百万円  



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

    銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

ライオン㈱ 

ユニー㈱ 

㈱ヤマナカ 

㈱バロー 

㈱マツモトキヨシ 

アークランドサカモト㈱ 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 

札幌北洋ホールディングス 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

㈱平和堂 

㈱ツルハホールディングス 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ第ニ種優先株式

㈱みずほフィナンシャルグループ第十一種優先株式

大王製紙㈱ 

㈱イズミ 

㈱サークルKサンクス 

㈱天満屋ストア 

㈱丸久 

㈱アークス 

㈱ドミー 

イオン㈱ 

㈱CFSコーポレーション 

㈱プラネット 

㈱ユーストア 

㈱みずほフィナンシャルグループ 

その他（135銘柄） 

702,000 

171,966 

208,949 

45,300 

47,600 

76,886 

270,000 

100 

70 

47,042 

24,000 

200,000 

100 

80,000 

21,594 

30,000 

81,134 

94,324 

41,000 

111,874 

21,947 

68,780 

148 

56,513 

53 

1,134,093 

513 

323 

250 

231 

160 

145 

139 

133 

126 

122 

121 

100 

100 

93 

91 

85 

84 

73 

66 

65 

62 

57 

56 

52 

51 

1,173 

計 3,535,479 4,482 

   種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 
ニューウェーブ１号投資事業組合 1 28 

計 1 28 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額には、平成17年４月１日付けの㈱木曾清、㈱木曾清サービス、㈱ドルフとの合併及び、平成17年

９月30日の㈱テクノカネカとの合併による増加額が次のとおり含まれております。 

     建物      1,262百万円 

     構築物            36百万円 

     車輌運搬具      38百万円 

     什器備品      105百万円 

     土地        172百万円 

     ソフトウェア       15百万円 

     その他           5百万円 

     長期前払費用     4百万円 

    ２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

    ３．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。 

     建物        増加額   札幌支店倉庫増改築工事          132百万円 

               減少額   広島市遊休物件売却            165百万円 

                     旧北見支店売却              155百万円 

                     旧宇都宮店売却              134百万円 

     什器備品      減少額   東日本システムセンターパソコン等除却   150百万円 

     土地        減少額   延岡市遊休地売却              90百万円 

     ソフトウェア    増加額   第２次統合システム開発費用        961百万円 

     ソフトウェア仮勘定 増加額   第２次統合システム開発費用        851百万円 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産        

建物 26,926 1,644 
797 

(99) 
27,773 14,578 838 13,195 

構築物 1,817 44 
54 

(0) 
1,807 1,340 68 467 

車輌運搬具 1,208 86 325 969 826 67 143 

什器備品 7,664 175 
488 

(10) 
7,351 5,655 391 1,696 

土地 19,981 172 
504 

(308) 
19,649 － － 19,649 

建設仮勘定 － 205 176 28 － － 28 

有形固定資産計 57,598 2,328 
2,346 

(418) 
57,580 22,399 1,365 35,180 

無形固定資産        

ソフトウェア  2,085 1,081 44 3,122 1,542 478 1,579 

ソフトウェア仮勘定 570 851 992 429 － － 429 

その他 74 5 0 79 － － 79 

無形固定資産計 2,730 1,937 1,036 3,631 1,542 478 2,088 

長期前払費用 163 30 3 191 93 14 98 

繰延資産 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

（注）１．当期増加額は平成17年12月１日付けのジャペル㈱の完全子会社化を目的とした株式交換によるものでありま

す。 

       ２．当期増加額は平成17年４月１日付けの当社の完全子会社であった㈱木曾清の完全子会社である㈱木曾清サー

ビス及び㈱ドルフとの合併によるものであります。 

       ３．当期減少額は前期決算の利益処分における取崩によるものであります。 

       ４．期末に保有している自己株式数は133,602株であります。 

【引当金明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち、上段は平成17年４月１日付けの当社の完全子会社であった㈱木曾清ならびに㈱木曾清の

完全子会社である㈱木曾清サービスならびに平成17年９月30日付けの㈱テクノカネカとの合併によるもので

あります。 

２．貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち16百万円は回収によるものであり、それ以外は洗替による取崩 

  額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 5,000 － － 5,000 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１、４  （株） (59,132,886) (3,778,398)  (－) (62,911,284) 

普通株式 （百万円） 5,000 － － 5,000 

計 （株） (59,132,886) (3,778,398)  (－) (62,911,284) 

計 （百万円） 5,000 － － 5,000 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金（注）１ （百万円） 27,297 982 － 28,280 

(その他資本剰余金) 

資本準備金減少差益  
（百万円） 1,945 － － 1,945 

計 （百万円） 29,242 982 － 30,225 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金）（注）２ （百万円） 515 4 － 520 

（任意積立金） 

 固定資産圧縮積立金（注）３ 
（百万円） 73 － 9 63 

計 （百万円） 589 4 9 583 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 580 
46 

253 
126 254 499 

賞与引当金 971 
24 

863 
995 － 863 

役員退職慰労引当金 56 55 36 － 76 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

相手先別内訳  

期日別内訳  

内訳 金額（百万円） 

現金 129 

預金  

当座預金 1,827 

普通預金 806 

別段預金 5 

小計 2,639 

合計 2,769 

相手先 金額（百万円） 

 ㈱くろがねや 339 

 ㈱キリン堂 250 

 ㈱ナフコ 243 

 ㈱杏林堂薬局 190 

 生活協同組合コープさっぽろ  188 

 その他 1,380 

合計 2,593 

期日別 金額（百万円） 

 平成18年４月 1,418 

 ５月 1,088 

 ６月 81 

 ７月以降 5 

合計 2,593 



ハ．売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）１．期首残高のうち4,503百万円は株式会社木曾清及び株式会社テクノカネカの合併による受入額を記載してお

ります。 

    ２．当期発生高には消費税等が含まれております。 

ニ．商品 

相手先 金額（百万円） 

 ㈱ツルハ 3,155 

 ㈱カワチ薬品 3,129 

 ユニー㈱ 2,126 

 サンクスジャパン㈱ 1,300 

 ㈱サンドラッグ 1,287 

 その他 43,119 

合計 54,119 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

54,538 419,793 420,212 54,119 88.6 47 

区分 金額（百万円） 

 パーソナル・ヘルス・化粧品部門 6,285 

 洗剤部門 3,063 

 家庭用品部門 3,168 

 紙・衛生用品部門 6,555 

 電気関連用品部門 914 

 その他 1,349 

合計 21,337 



ホ．未収入金 

② 流動負債 

イ．支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

 ライオン㈱ 1,300 

 大王製紙㈱ 683 

 王子ネピア㈱ 664 

 ユニ・チャーム㈱ 540 

 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 432 

 その他 4,722 

合計 8,344 

相手先 金額（百万円） 

 シック・ジャパン㈱  533 

 ㈱ダリヤ 121 

 ㈱伊勢半 65 

 ロート製薬㈱ 57 

 道栄紙業㈱ 45 

 その他 434 

合計 1,257 

期日別 金額（百万円） 

 平成18年４月 275 

     ５月 931 

     ６月 50 

     ７月 0 

合計 1,257 



ロ．買掛金 

ハ．短期借入金 

（注） 「一年以内返済予定長期借入金」については「③ 固定負債イ．長期借入金」に記載しております。 

③ 固定負債  

イ．長期借入金 

（注） （ ）内の金額は貸借対照表日の翌日より起算して、一年以内に返済期限の到来するものであり、流動負債と

して記載しております。 

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

 ライオン㈱ 2,896 

 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 2,458 

 ユニ・チャーム㈱ 1,571 

 大王製紙㈱ 1,416 

 王子ネピア㈱ 1,083 

 その他 21,797 

合計 31,225 

相手先 金額（百万円） 

 ㈱みずほ銀行 6,500 

 ㈱北洋銀行 5,500 

 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 5,000 

 ㈱北海道銀行 5,000 

 その他8行 16,850 

合計 38,850 

相手先 金額（百万円） 

 ㈱三菱東京UFJ銀行 
5,376 

(1,927) 

 ㈱みずほ銀行 
3,600 

(1,410) 

 ㈱北海道銀行 
1,696 

(456) 

 ㈱北洋銀行 
1,650 

(350) 

 その他 
2,036 

(741) 

合計 
14,358 

(4,885) 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヶ月以内 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1,000株券 10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告の方法により行なう。ただし、やむを得ない事由により電子公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次

のとおりです。 

http://www.arata-gr.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第３期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出。 

(2）半期報告書 

 （第４期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月22日関東財務局長に提出。 

(3）臨時報告書 

  平成17年６月21日関東財務局長に提出。 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６の２(株式交換)に基づく臨時報告書であります。 

 平成17年９月30日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令代19条第２項第２号（株式交換に伴う新株の発行）に基づく臨時報告書であり

ます。 

 平成18年３月１日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２（合併）に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年６月16日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２（合併）に基づく臨時報告書であります。 

(4）臨時報告書の訂正報告書 

 平成18年６月16日関東財務局長に提出。 

 平成18年３月１日提出の臨時報告書（合併）に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

   平成17年６月29日

株式会社あらた    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 國井 泰成  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社あらたの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社あらた及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成17年６月21日開催の取締役会決議に基づき、ジャペル株式会社を完全子

会社とする株式交換契約を締結した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す 

る形で別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

   平成18年６月29日

株式会社あらた    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 國井 泰成  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岩下 稲子  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社あらたの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社あらた及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 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のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年６月15日開催の取締役会決議に基づき、株式会社シスコとの間で、合

併に関する基本合意書を締結した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す 

る形で別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

   平成17年６月29日

株式会社あらた    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 國井 泰成  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社あらたの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

あらたの平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成17年４月１日に株式会社木曾清、株式会社木曾清サービス及び株式会社

ドルフと合併した。 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成17年６月21日開催の取締役会決議に基づき、ジャペル株式会社を完全子

会社とする株式交換契約を締結した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形 

で別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

   平成18年６月29日

株式会社あらた    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 國井 泰成  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岩下 稲子  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社あらたの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

あらたの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 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のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計

基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年６月15日開催の取締役会決議に基づき、株式会社シスコとの間で、合

併に関する基本合意書を締結した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形 

で別途保管している。 
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