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問い合わせ先 責任者役職名 取締役総合企画部長 

        氏    名 恒 川   穣   ＴＥＬ（０３）３３５６－０３７１     

決算取締役会開催日  平成１８年１月１２日 

米国会計基準採用の有無    無 
 
１．１７年１１月中間期の連結業績（平成17年５月21日～平成17年11月20日） 

(1) 連結経営成績              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
22,960  （  7.8 ）
21,307 （ 10.0 ）

百万円   ％
1,822  （  6.8 ）
1,706 （ 21.3 ）

百万円   ％
2,190 （ 10.6 ）
1,981 （ 17.9 ）

17年５月期 42,974            3,239            3,863           
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
1,220 （ 10.7 ）
1,102 （ 19.0 ）

円   銭
107    15   

              96     65 

円   銭
－   －  
－   － 

17年５月期            1,956              171     53               －   － 

(注)①持分法投資損益 17年11月中間期 －百万円  16年11月中間期 －百万円 17年５月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結) 17年11月中間期 11,389,875株 16年11月中間期  11,404,625株 

 17年５月期   11,404,625株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
31,764     
29,697     

百万円
22,374    
20,592    

％ 
70.4   
69.3   

円   銭
1,967     76   
1,805   65  

17年５月期 30,826     21,463    69.6   1,882     00   

(注)期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 11,370,700株 16年11月中間期  11,404,625株 

 17年５月期   11,404,625株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況       （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
793         
864         

百万円
△ 840        
△ 390      

百万円 
△ 876        
△ 654        

百万円
6,530       
5,624       

17年５月期 2,839         △ 586        △ 602        7,453       
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ７社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結  (新規) －社   (除外) －社    持分法  (新規) －社   (除外) －社 
 
２．18年５月期の連結業績予想（平成17年５月21日～平成18年５月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

45,150     
百万円

4,160     
百万円

2,140     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 188円 04銭 
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－28－ 

 

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料を

参照してください。 
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１．企業集団の状況 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社および子会社 7社で構成され、子会社も当社 
 同様「電気工事材料の卸売」を主たる業務としております。 
  当社グループの事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。 
 子会社 7社は、いずれも当社経由で商品を仕入れ、それぞれの得意先へ販売する形態を採っております。 
 丸菱電機株式会社とライト電機株式会社は当社より比較的規模の大きい得意先に販売し、一部で営業区 
域の競合が見られますが、2社以外の子会社は当社と同規模の得意先に販売しており、その営業区域は 
当社営業所の営業区域と競合しない地域で、お互いに得意先の利便となる地区への店舗展開を原則とし 
ております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （注）１．＊は連結子会社であります。 
         ２．ライト電機株式会社は、平成 17年 3月 3日に設立し、平成 17年 5月 23日 
           より営業を開始しております。 
         
          

 

２．経営方針 

 (1)会社の経営の基本方針 
  当社グループは、「住宅に関するトータルコーディネーター」を目指し、仕入先メーカーと直接取 
 引きのある一次卸業者として、個人住宅等の設備工事を行う地場の中小電気工事業者、設備工事業 
者、工務店、リフォーム店等に対し、照明器具、電線配管材、配・分電盤、空調機器、住宅設備機 
 器など 100万点を越える商品を直接販売しております。 
  平成 17年 11月 20日現在、販売子会社 7社を含めて関東一円における 91の営業拠点網を活かし、 
 ルートセールスに基づくきめ細かい営業展開を基本としており、営業社員の総訪問先数は 1日当たり 
 約 3,900社に及んでおります。 
 

トシン電機㈱ 
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大量一括仕入 

 ＊丸菱電機㈱ 

 ＊ライト電機㈱ 

 ＊㈱トシン電機沼津店 

 ＊港北電材㈱ 

 ＊㈲山之内電材 

 ＊㈲ミライ電材大原店 

 ＊㈲ミライ電材羽村店 
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  また、仕入先メーカーとの協力体制のもと、法改正や社会ニーズの変化に伴う新しい需要に積極的 
に対応するとともに、「お客様の営業活動を応援します」というキャッチフレーズのもと、施主様へ 
の提案書等の作成を支援する専門サポート部門や同業他社には無い付加価値サービスの提供など、得 
意先支援体制の充実を図っております。 

 
(2)会社の利益配分に関する基本方針 
  当社は、株主への利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置付けております。現在および今 
 後の事業収益をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金の 
 確保、株価の動向、市場環境などを総合的に勘案して、利益還元を継続的かつ安定的に実施すべきも 
 のと考えております。 
  平成 16年 5月期は上場 1周年記念配当 10円を含めて 25円配当を実施、平成 17年 5月期は単体 
売上高 400億円達成記念配当 15円を含めて 30円の配当を実施いたしました。 
 また、平成 18年 5月期より、中間配当の実施を計画、秋の大感謝祭 30回記念配当 10円（中間 5円、  
期末 5円）を含めて、中間で 20円、期末で 20円合計 40円の配当を予定しております。 
 

 (3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
   当社は、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を資本政策上の重要な課題として認識してお 
  ります。既に一単元の株式数を 100株としておりますが、今後も当社の業績動向、株価の推移や市場 
環境等を勘案し、その費用及び効果を含めて、株主利益を最大限にすることを基本として資本政策を 
決定してまいりたいと考えております。 

  
 (4)目標とする経営指標 
   当社グループは、経営効率の向上を図り、利益ある成長による企業価値の増加が株主をはじめとす 
  る全ての当社グループ関係者の利益にかなうものと考えております。 
   従来から重視しております売上高経常利益率、1株当たり利益、従業員 1人当たり売上高、従業員 
  １人当たり利益などの指標に加えて、中期的には、資本効率をより意識した経営指標であるＲＯＥに 
ついても、現在の水準からの更なる向上を図ってまいります。 

 
  (5)中長期的な会社の経営戦略 
   個人住宅着工戸数は長期減少傾向が予想されていますが、新築住宅におけるオール電化関連需要や 
築後 20年以上経過した住宅のリフォーム需要は年々増加傾向にあります。 

   また、防犯意識の高まりなどの社会環境の変化や建築基準法、消防法などの関連法改正に伴う、新 
  しい需要の増加も見られます。 
   一方、住宅関連業界においては、当社グループが属する電材業界の内部だけでなく建材業界、管材 
業界など他業態も含めた競合が激化してきております。 

   このような状況において、当社グループは次のような施策を実行するとともに、販売先 1社 1社に 
対する格付けの運用を徹底し、貸倒れ等のリスクを抑えながら、着実な業績拡大を目指してまいります。 
①グループ各社の特性を活かして、様々な業態、様々な規模の得意先のニーズに対応し、グループ 
としての相乗効果を発揮しながら、首都圏でのシェアアップを図ってまいります。 
平成 17年 11月 21日付けで、株式会社あかりと株式会社ライフインテリアの 2社の株式を取得 
して、100％子会社としておりますが、これにより、ハウスメーカーなどの業態との取引やイン 
テリア関連商品などの取扱い拡大が期待できます。 
このように、条件が合えば、業務提携やＭ＆Ａによる新たなグループ会社の獲得も重要な選択肢 
の一つであると考えております。 

   ②「トシンで安心」をテーマとした付加価値サービスや、各種「プランニングセンター」による得 
意先の営業活動サポート機能の充実を図るほか、専門部隊による売れ筋商品、新技術情報の提供、 
各種研修会の開催などを含めたプロモーション活動を推進し、同業他社との差別化に取り組んで 
まいります。 
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  (6)会社の対処すべき課題 
   変化し、増加する新しい需要に積極的に対応して売上に結び付けていくために、本社におけるバック

アップ機能の強化や営業所の出店による拠点網の拡大、プロモーション活動の展開などを実行してまい

りますが、それに伴い、優秀な人材の育成・確保に努めることが当社グループの課題であります。    
また、実績主義に基づく適正な評価と透明で公平な処遇、社員の士気高揚をバランスよくとることで 
活力の維持向上に繋がるよう、人事考課体制の充実に努めてまいります。 

 
  (7)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況 
 
  （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
     当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、健全性と透明性を確保しながら、変化す

る経営環境に迅速かつ正確に対応する取り組みを行っております。 
 
（コーポレート・ガバナンスに関する施策の状況） 

 
ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート･ガバナン 
  ス体制の状況 
 当社は監査役制度を採用しております。取締役会は平成 17年 12月１日現在 6名の取締役で 
構成され、月 1回定時取締役会を、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な論議を 
尽くして経営上の意思決定を行っております。 

3名の監査役（うち社外監査役 2名）は、取締役会のほか重要な会議にも出席し、取締役の 
職務執行について厳正な監視を行っております。 
 また、従来から社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、年間監査計画を毎期策定し、

3名の内部監査員が社内の各部門監査を定期的に実施することにより、内部牽制機能の充実を 
図っております。 

    会計監査はあずさ監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については 
随時確認を行って会計処理の適正性確保に努めております。また、顧問弁護士及び税理士事務 
所とは顧問契約に基づき、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。    

   
    当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。 
 
 
 
    （選任）    （選任）           （選任）       
                     （監査） 
                                       
                    
                     （設置） 
       監査                            助言             
 
         （監査）  （内部監査）      （監督） 
 
 
 
 
  
b．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又はその他の利害関係の概要 
    当社では、社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役については、人的関係及び 
   資本的関係は、一切ありません。 

株  主  総  会 

会

計

監

査

人 

顧 

問 

弁 

護 

士 

監 査 役 会 取 締 役 会 

内部監査室 代表取締役社長 

管理部門・事業部門（営業所）等 
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 c．会社のコーポレート･ガバナンスの充実に向けた最近 1年間における実施状況 
    会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会以外に個別経営課題の協議の場として 
   取締役と部長・副部長による幹部会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時開催しており 

ます。ここでは営業状況等について実務的な検討が行われ、迅速な経営の意思決定に大いに活 
用されています。 

       
 (8)親会社等に関する事項 
   該当事項はありません。 
 
 (9)内部管理体制の整備・運用状況 
   当社では、コーポレート･ガバナンスの強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織及 
び機能の整備を図っております。 
 管理部門には、総務、人事、管理、財務および会計を配置し、予算や債権管理など管理部門及び事 
業部門の業務全般に亘る内部管理及び統制を行うとともに、社員の業績評価に関してはやる気開発室 
を、適時開示については総合企画部（ＩＲ室）を、それぞれ社長直轄の部門として配置しております。 
 週１回開催する課長会は、情報の共有のほか、組織を横断した問題解決への取組みなど大いに活用 
されております。 
 また、社内規程の整備につきましては、関係法令の改正、内部統制機能の整備に対応して、適宜規 
程類の見直しを実施しております。 

    
  (10)関連当事者との関係に関する基本方針 
  
①株式会社トシン不動産との取引について 
  当社代表取締役会長である加藤一郎が代表取締役を兼務しておりますが、当社とは一切の資本関 
 係はなく、一部不動産の仲介・業務委託等の取引があるのみで、当社グループには属しておりませ 
 ん。 

  ②株式会社ケイアイテイとの取引について 
    株式会社ケイアイテイとの取引につきましては、当中間連結会計期間に横浜営業所の借地権と建物  
   を適正な価額で買取ることにより一部解消しましたが、平成 17年 11月 20日現在において、本社ビ

ル、6ヶ所の営業所、7ヶ所の福利厚生施設の賃借取引が継続しております。 
今後においても、当社グループの経営成績、財政状態、不動産の価格動向等を勘案するとともに、

建物の老朽化等に伴う建替えなどの機会を捉えて、当該不動産の買取りや自社所有物件への移転等 
賃借関係を解消する方向で検討を進めてまいります。 

    なお、現在の賃借条件等については適正な評価を基準に設定しております。 
 

３．経営成績及び財政状態 

  (1)経営成績 
    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復、設備投資の積極化などが見られる反

面、原油、鉄鋼などの素材価格の高止まりにより、不透明感が増加し、足踏み状態が続いております。 

住宅関連業界におきましては、新築住宅着工戸数が前年並みで推移しているほか、リフォーム需要、

犯罪増加を背景とした防犯関連商品、建築基準法改正による換気関連商品、消防法改正を睨んだ火災

警報器などの市場が引続き拡大しました。 

    このような環境の中で当社グループ（当社及び連結子会社等）は、新規取引先の開拓に注力したほ

か、メーカーとの協力体制を強化し、増加する需要の着実な取込みに繋がる仕入・販売体制を確立し

てまいりました。また、トシン電機㈱で２店舗、丸菱電機㈱で子会社化後初めてとなる１店舗を開設

したほか、新子会社ライト電機㈱が営業活動を開始しました。 
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    積極的な新規出店や需要が拡大している商品の取組み強化もあり、売上高は229億 6千万円（前中

間連結会計期間比7.8%増）となりました。 

  損益面につきましては、同業他社の他、建材・管材業界他社との競合などにより、粗利益率が若干

低下したものの、営業効率の改善を主体とした販売費及び一般管理費の伸び率抑制、リスク管理効果

による貸倒引当金の減少などにより、経常利益は21億 9千万円（前中間連結会計期間比10.6%増）と

なりました。また、従業員退職給付引当金に係る会計基準変更時差異の償却終了などにより、特別損

失として計上した減損損失 1億 1 千 1 百万円を吸収し、中間純利益は 12 億 2 千万円（前中間連結会

計期間比10.7%増）と過去最高を更新いたしました。 

    
(2)財政状態 

    当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前中間純

利益が 20億 6千 8百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは 7億 9千 3百万円の獲得と
なりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローで 8億 4千万円、財務活動によるキャッシュ・フ
ローで 8億 7千 6百万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて 9億 2千 3百万円減少し、
65億 3千万円となりました。 

 
  （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、7億 9千 3百万円（前年同期比 8.2％減）となりました。 
   これは主に、税金等調整前中間純利益 20億 6千 8百万円、減価償却費 1億 4千 7百万円、減損損失

1億 1千 1百万円、役員退職慰労引当金の増加額 1億 3千 4百万円、仕入債務の増加額 4億 5千 7百
万円、たな卸資産の減少額 1億 4千 1百万円等の増加の一方、売上債権の増加額 11億 9千 1百万円、
法人税等の支払額 10億 1千 1百万円等の減少によるものであります。 

 
  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
    投資活動の結果使用した資金は 8億 4千万円（前年同期比 114.9％増）となりました。 
   これは主に、営業所の新規開設、移転、改築等に伴う有形固定資産の購入 3億 6千 8百万円、無形固

定資産（借地権等）の購入 1億 9千 9百万円、定期預金の預入 3億 1千 7百万円等の減少によるもの
であります。 

 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
    財務活動の結果使用した資金は、8億 7千 6百万円（前年同期比 33.9％増）となりました。 
   これは主に、短期借入金の純減 4億 2千 7百万円、長期借入金の返済 5千 8百万円、自己株式の取得

9千万円、配当金の支払い 3億 4千 2百万円等の減少によるものであります。 
 
    なお、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。 

平成 16年 5月期 平成 1７年 5月期 平成 18年 5月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 63.4％ 69.4％ 69.3％ 69.6％ 70.4％ 

時価ベースの自己資本比率 55.0％ 63.8％ 71.8％ 80.3％ 118.5％ 

債務償却年数 2.2年 1.5年 1.5年 0.9年 1.3年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 66.0倍 65.2倍 87.6倍 156.0倍 110.3倍 
     自己資本比率：自己資本／総資産 
     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
     債務償却年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
            ただし、中間期は 有利子負債／営業キャッシュ・フロー×２（年換算） 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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 (3)事業等のリスク 
   当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については 
  以下のものがあります。 
   なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成 17年 11月 20日）現在にお 
いて当社グループが判断したものであります。 

   
（新設住宅着工件数の影響について） 

    当社グループは、首都圏に営業所を展開しているため、首都圏の新設住宅着工戸数の影響を受け 
易くなっておりますが、既設住宅のリフォーム需要を取込むほか、取扱商品の拡大、当社独自のト 
シンカード（＊）の活用、“トシンで安心”をテーマとした付加価値サービスの提供やルートセール 
スによるきめの細かい営業体制などにより、業績への影響を抑えてきております。 
 しかしながら、営業所網の拡充などによる新規顧客の開拓や今後さらに増加が見込まれるリフォ 
ーム需要に十分に対応できない場合等には、当社グループの事業の成長に影響を与える可能性があ 
ります。 
 ＊トシンカード・・・販売先工事業者等が必要とする電気工事材料を当社全拠点のどこでも即時に 
           入手可能なサービスを提供するカード 
 
（債権管理について） 
 当社グループの販売先は、約 19,000社に及んでおり、1社当たりの販売金額も小口分散しておりま 
す。そのため、債権（売掛金）管理に注力し、販売先別の業容・資力に応じた与信限度設定を行うと 
ともに、必要に応じて保証人を付けるほか、信用状態の継続的な把握をするなど、不良債権の発生が 
極力少なくなるよう努めております。また、貸倒引当金の計上に関しては、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。 
 なお、当社グループの主な取扱商品は電気工事材料であり、建設関連商品といえます。また、販売 
先の主体が中小の事業者であることから、国内景気の動向によっては、今後貸倒引当金の積み増しを 
要する事態が生じる可能性があります。 

 
（特定の仕入先への依存について） 
 当社グループの主要な仕入先に松下電工株式会社があり、当社グループの総仕入額に占める割合は 
平成 17年 11月 20日現在、27.7％となっておりますが、同社の取扱商品群が多岐にわたることや、 
従来松下電器産業株式会社から仕入れていた商品の一部も同社からの仕入に変更となったことなどを 
勘案すると、他の仕入先とのバランスに偏りのない状況と判断しております。当社と松下電工株式会 
社は、平成 17年 4月 1日付けで同社の商品販売に関し、販売代理店契約を締結しております。 
 当該契約は 1年毎の更新ではありますが、昭和 43年 12月から現在まで継続しており、これまで定 
期的に商品の供給を受けてきております。 
  しかしながら、今後何らかの要因により、当該契約が更新されない場合や商品を安定的に仕入れる 
ことが困難な状況となった場合等で、他メーカーへの切替えがスムーズに実施できない事態等が生じ

たときは、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 
 
（関連当事者との取引について） 
当社は、当社役員及びその配偶者が議決権の過半数を所有し、不動産賃貸業を営んでいる株式会社

ケイアイテイから、平成 17年 11月 20日現在において、本社ビル、6ヶ所の営業所及び 7ヶ所の福
利厚生施設を賃借しております。これは当社が、各地に販売拠点を設置し、事業拡大を図る中、株式

会社ケイアイテイが土地を先行取得し、営業所等を建設した上で当社に賃貸したものであります。 
平成 11 年 5 月期以降、賃借物件の買取りを実施、当中間連結会計期間においても、借地権等の買
取りにより横浜営業所の賃借関係を解消しております。今後においても、当社グループの経営成績、

財政状態、不動産の価格動向等を勘案するとともに、建物の老朽化等に伴う建替えなどの機会を捉え 
て、当該不動産の買取りや自社所有物件への移転等賃借関係を解消する方向で検討を進めてまいりま

す。 
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 なお、当社代表取締役会長である加藤一郎が代表取締役を兼務しておりますトシン不動産株式会社 
との取引は、不動産の仲介及び賃貸不動産の管理委託等であります。「トシン」という商号を付してお 
りますが、当社とは一切の資本関係はなく、当社グループには属しておりません。  
 

 (4)通期の見通し 
   堅調な企業業績、冬季賞与支給額の増加など、景気回復傾向が強まり、新築住宅着工戸数も安定した

推移が見込まれる中で、当社グループは、小口多数販売と徹底したリスク管理を基本として、グループ

各社の特性を活かした新規取引先の開拓、取扱い商品の拡大等により、相乗効果を発揮しながら首都圏

でのシェアアップを強化推進してまいります。 
   なお、平成 17年 11月 21日付けで 100％子会社とした株式会社あかり及び株式会社ライフインテリ
アの当下半期における当社グループ業績への影響は軽微なものであり、通期の業績見通しにつきまして

は、連結売上高 45,150百万円、連結経常利益 4,160百万円、連結当期純利益 2,140百万円を予定して
おります。 
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４.【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年11月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   5,633,062   6,857,135   7,463,071  

２．受取手形及び売掛
金 

 ※ 3  9,399,152   9,973,364   8,781,319  

３．たな卸資産   1,015,103   1,085,935   1,227,129  

４．その他   346,399   362,663   362,987  

貸倒引当金   △101,764   △70,310   △97,902  

流動資産合計   16,291,951 54.9  18,208,788 57.3  17,736,605 57.5 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産  ※ 1          

１．建物及び構築物    1,658,233   1,658,666    1,693,366   

２．土地   7,528,457   7,329,721    7,460,089  

３．その他    417,152   622,639    356,789   

有形固定資産合計   9,603,843    9,611,027    9,510,245   

(2）無形固定資産   325,532    474,336    296,267   

(3）投資その他の資産  ※ 1          

１．投資有価証券   522,705   758,671   550,673  

２．敷金・保証金   1,498,906   1,141,418   1,156,095  

３．その他    1,578,751   1,663,541   1,708,308  

貸倒引当金   △124,312   △92,899   △131,462  

投資その他の資産
合計   3,476,050    3,470,732    3,283,614   

固定資産合計   13,405,427 45.1  13,556,095 42.7  13,090,127 42.5 

資産合計   29,697,378 100.0  31,764,884 100.0  30,826,732 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年11月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   3,149,279   3,415,357   2,957,360  

２．短期借入金   2,394,399   1,990,224   2,417,604  

３．未払法人税等   838,907   972,809   1,046,374  

４．賞与引当金   257,812   291,981   270,652  

５．その他   703,833   711,391   758,828  

流動負債合計   7,344,232 24.7  7,381,765 23.2  7,450,819 24.2 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   132,229   144,486   160,783  

２．退職給付引当金   640,205   676,071   688,699  

３．役員退職慰労引当
金   705,053   931,384   796,786  

４．長期未払金   126,522   92,341   108,308  

５．その他   141,280   146,068   142,540  

固定負債合計   1,745,290 5.9  1,990,352 6.3  1,897,117 6.1 

負債合計   9,089,523 30.6  9,372,118 29.5  9,347,937 30.3 

（少数株主持分）           

少数株主持分   14,998 0.1  17,931 0.1  15,234 0.1 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   865,000 2.9  865,000 2.7  865,000 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   1,514,376 5.1  1,514,657 4.8  1,514,376 4.9 

Ⅲ 利益剰余金   18,096,203 60.9  19,828,568 62.4  18,950,321 61.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金     117,973 0.4 257,901 0.8   134,558 0.4 

Ⅴ 自己株式    △696 △0.0 △91,292 △0.3   △696 △0.0 

資本合計   20,592,856 69.3  22,374,835 70.4  21,463,560 69.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   29,697,378 100.0  31,764,884 100.0  30,826,732 100.0 
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②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   21,307,096 100.0  22,960,779 100.0  42,974,587 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,481,591 77.4  17,813,347 77.6  33,252,506 77.4 

売上総利益   4,825,505 22.6  5,147,431 22.4  9,722,081 22.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,118,511 14.6  3,324,967 14.5  6,482,682 15.1 

営業利益   1,706,994 8.0  1,822,463 7.9  3,239,399 7.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  15,033   9,474   32,148   

２．受取配当金  5,215   5,306   6,288   

３．賃貸料収入 ※２ 47,028   47,028   94,056   

４．受取会費  185,231   277,400   446,183   

５．匿名組合投資利益 ※２ 9,008   11,588   19,384   

６．その他  47,055 308,573 1.4 47,883 398,682 1.7 90,889 688,951 1.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  10,128   7,268   18,494   

２．減価償却費 ※２ 13,811   10,966   27,622   

３．貸倒引当金繰入額   7,939   10,655   15,830   

４．その他  2,649 34,529 0.1 1,584 30,474 0.1 2,497 64,443 0.1 

経常利益   1,981,037 9.3  2,190,671 9.5  3,863,906 9.0 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※３ －   11,177   －   

２．退職給付引当金戻
入益 

※４ －   26,987   －   

３．過年度償却債権取
立益  10,803   1,349   15,020   

４．貸倒引当金戻入益  559   30,326   5,359   

５．賞与引当金戻入益  －     1,369     －     

６．移転補償金  － 11,363 0.0 3,594 74,804 0.3 38,069 58,449 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損  ※５ 698   2,004   57,022   

２．固定資産除却損  ※６ 2,163   5,067   10,085   

３．減損損失  ※７ －   111,838   －   

４．ゴルフ会員権評価
損  19,090   －   19,090   

５．退職給付費用  31,824   －   63,648   

６．役員退職慰労引当
金繰入額  77,734 131,511 0.6 77,734 196,645 0.8 155,469 305,316 0.7 

税金等調整前中間
（当期）純利益   1,860,889 8.7  2,068,830 9.0  3,617,039 8.4 

法人税、住民税及
び事業税  821,173   954,574   1,794,188   

法人税等調整額  △65,521 755,651 3.5 △106,676 847,897 3.7 △137,690 1,656,497 3.8 

少数株主利益   2,985 0.0  547 0.0  4,321 0.0 

中間（当期）純利
益   1,102,252 5.2  1,220,385 5.3  1,956,220 4.6 
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③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,514,376  1,514,376  1,514,376 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

 １．自己株式処分差益  － － 281 281 － － 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  1,514,376  1,514,657  1,514,376 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   17,329,635  18,950,321  17,329,635 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利
益 

 1,102,252   1,220,385   1,956,220   

２．連結除外に伴う利
益剰余金増加高 

 － 1,102,252 － 1,220,385 150 1,956,371 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  285,115  342,138  285,115  

２．役員賞与  50,570 335,685 － 342,138 50,570 335,685 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  18,096,203  19,828,568  18,950,321 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

 1. 税金等調整前中間
（当期）純利益 

 1,860,889 2,068,830 3,617,039 

 2．減価償却費  198,594 147,773 366,935 

 3．減損損失  － 111,838 － 

 4．連結調整勘定償却額  11,297 11,297 22,594 

 5．退職給付引当金の増
減額 

 47,046 △12,627 95,540 

 6．役員退職慰労引当金
の増加額 

 108,328 134,597 200,061 

 7．賞与引当金の増減額  △1,855 21,329 10,985 

 8．役員賞与引当金の増
減額 

 － △51,515 51,515 

 9．貸倒引当金の増減額  △4,130 △27,975 18,248 

10．受取利息及び受取配
当金 

 △20,248 △14,781 △38,437 

11．支払利息  10,128 7,268 18,494 

12．固定資産売却益  － △11,177 － 

13．固定資産売却損  698 2,004 57,022 

14．固定資産除却損   2,163 5,067 10,085 

15．ゴルフ会員権評価損   19,090 － － 

16．売上債権の増加額  △1,014,146 △1,191,716 △403,430 

17．たな卸資産の増減額  △41,502 141,194 △253,529 

18．仕入債務の増加額  621,328 457,997 429,409 

19．未払金の減少額  △77,616 △69,764 △67,469 

20．未払費用の増減額  △6,386 4,763 38,463 

21．役員賞与の支払額  △50,570 － △50,570 

22．その他  26,195 62,204 316,198 

小計  1,689,306 1,796,611 4,439,157 

23．利息及び配当金の受
取額 

 20,017 14,798 38,330 

24. 利息の支払額  △9,864 △7,190 △18,207 

25. 法人税等の支払額  △835,196 △1,011,197 △1,619,625 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 864,263 793,022 2,839,655 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

1. 定期預金の預入によ
る支出 

 △3,020 △317,225 △4,625 

2. 有形固定資産の購入
による支出 

 △321,234 △368,276 △528,612 

3. 有形固定資産の売却
による収入 

 1,561 22,826 96,927 

4. ソフトウェアの購入
による支出 

 △2,400 △3,550 △2,400 

5．無形固定資産の購入
による支出 

 － △199,171 － 

6．貸付金の回収による
収入 

 3,704 3,998 7,525 

 7. 貸付けによる支出  △2,613 △7,500 △2,000 

 8．保険積立金の増減額  4,404 6,057 △90,084 

 9. 敷金・保証金の増減
額 

 △7,207 15,477 － 

10．その他の投資等の増
減額 

 △64,115 7,209 △63,465 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △390,920 △840,153 △586,733 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

1．短期借入金の純減少
額 

 △333,919 △427,469 △314,859 

2．長期借入れによる収
入 

 20,000 42,500 114,000 

3．長期借入金の返済に
よる支出 

 △55,761 △58,706 △117,064 

4．自己株式売却による
収入 

 － 416 － 

5．自己株式取得による
支出 

 － △90,730 － 

4．配当金の支払額  △284,322 △342,037 △284,506 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △654,004 △876,029 △602,430 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

     

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △180,661 △923,160 1,650,491 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 5,805,613 7,453,356 5,805,613 

Ⅵ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

 － － △2,748 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 5,624,952 6,530,195 7,453,356 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  ７社 

・㈱トシン電機沼津店 

・港北電材㈱ 

・㈲ミライ電材大原店 

・㈲ミライ電材旭店 

・㈲ミライ電材羽村店 

・㈲山之内電材 

・丸菱電機㈱ 

（1）連結子会社の数 ７社 

・㈱トシン電機沼津店 

・港北電材㈱ 

・㈲ミライ電材大原店 

・㈲ミライ電材羽村店 

・㈲山之内電材 

・丸菱電機㈱ 

・ライト電機㈱ 

（1）連結子会社の数 ７社 

・㈱トシン電機沼津店 

・港北電材㈱ 

・㈲ミライ電材大原店 

・㈲ミライ電材羽村店 

・㈲山之内電材 

・丸菱電機㈱ 

・ライト電機㈱ 

 （注）㈲ミライ電材旭店は、平成

17年5月16日に実質的に清算

したため、当連結会計年度末

において連結の範囲から除外

しております。 

 （注）ライト電機㈱は、平成17年

3月3日に設立し、当連結会計

年度末において連結の範囲に

含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同 左  同 左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。 

同 左  連結子会社の決算日と連結決算日

は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

(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 

同 左 

(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 

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） 

 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 ②たな卸資産…移動平均法に基

づく原価法 

②たな卸資産 

同 左 

②たな卸資産 

同 左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20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 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以

後取得した建物（建物附属設備

は除く）については定額法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物        3～47年 

構築物       3～20年 

車両運搬具     3～6年 

工具、器具及び備品 2～20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 

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 

同 左 

 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、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

②無形固定資産 

同 左 

②無形固定資産 

同 左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権及び貸付金の貸倒れ

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

(3）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

の支給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

②賞与引当金 

同 左 

②賞与引当金 

同 左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 ③役員賞与引当金 

－ 

③役員賞与引当金 

 取締役及び監査役に対する賞

与の支給に充てるため、支給見

込み額に基づき計上しておりま

す。 

  

 （追加情報） 

 「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第13号）

が平成16年３月９日以降終了す

る連結会計年度から適用される

こととなったことに伴い、従

来、株主総会決議に利益剰余金

の減少として会計処理していた

役員賞与を、当中間連結会計期

間から発生時に費用処理してお

ります。なお、当中間連結会計

期間における計上はありませ

ん。 

③役員賞与引当金 

 取締役及び監査役に対する賞

与の支給に充てるため、支給見

込み額に基づき計上しておりま

す。 

  

（追加情報） 

 「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第13号）

が平成16年３月９日以降終了す

る連結会計年度から適用される

こととなったことに伴い、従

来、株主総会決議に利益剰余金

の減少として会計処理していた

役員賞与を、当連結会計年度か

ら発生時に費用処理しておりま

す。この結果、従来の方法と比

較し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が、そ

れぞれ51,515千円減少しており

ます。 

 ④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

退職給付債務見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

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

（289,202千円）については５年

による按分額を費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、その発

生時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

費用処理することとしておりま

す。 

④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

退職給付債務見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発

生時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

費用処理することとしておりま

す。 

④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

（289,202千円）については５年

による按分額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異は、その発生

時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、

費用処理することとしておりま

す。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく当中間連

結会計期間末における要支給額

を計上しております。 

 なお、過年度分相当額につい

ては、平成14年５月期から５年

間にわたり均等額を計上するこ

ととし、当中間連結会計期間で

は77,734千円を特別損失に計上

しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同 左 

⑤役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

なお、過年度分相当額777,349千

円については、５年間にわたっ

て均等額を計上することとし、

当連結会計年度においては

155,469千円を特別損失に計上し

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 (4）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。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同 左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同 左 

 (5）その他の中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。なお「仮払消費税等」及

び「仮受消費税等」は相殺の

上、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

(5）その他の中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 同 左 

(5）その他の連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

 ②匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の投資その他

の資産の「その他」に含めて計

上しており、出資に係る損益

は、同組合が定める計算期間及

び当社持分相当額により当中間

連結会計期間に属する額を匿名

組合出資利益として処理してお

ります。また同匿名組合の累積

損失額のうち当社負担に帰属す

るものは平成16年11月20日現在

95,155千円となっており、固定

負債の「長期未払金」として貸

借対照表に計上しております。 

②匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の投資その他

の資産の「その他」に含めて計

上しており、出資に係る損益

は、同組合が定める計算期間及

び当社持分相当額により当中間

連結会計期間に属する額を匿名

組合出資利益として処理してお

ります。また同匿名組合の累積

損失額のうち当社負担に帰属す

るものは平成17年11月20日現在

73,191千円となっており、固定

負債の「長期未払金」として貸

借対照表に計上しております。 

②匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の「その他」

に含めて計上しており、出資に

係る損益は、同組合が定める計

算期間及び当社持分相当額によ

り当連結会計年度に属する額を

匿名組合出資損益として処理し

ております。また同匿名組合の

累積損失額のうち当社負担に帰

属するものは平成17年５月20日

現在84,780千円となっており、

固定負債の「長期未払金」とし

て貸借対照表に計上しておりま

す。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限又は満期日の

到来する短期投資からなっており

ます。 

同 左 同 左 
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会計処理の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 

     至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 

     至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 

     至 平成17年５月20日） 

－   （固定資産の減損処理に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「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

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用しておりま

す。これにより、税金等調整前中間純利益は

111,838千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

後の中間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。 

－ 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年５月21日 

     至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 

     至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 

     至 平成17年５月20日） 

  「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公

布され、平成16年4月1日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間連結会計期間から「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」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い、法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が17,734

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が17,734千円減少して

おります。 

 －    「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第9号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「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」（平成16 

年２月13日企業会計基準委員会実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が35,410

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が35,410千円減少しており

ます。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年11月20日） 

前連結会計年度末 
（平成17年５月20日） 

※1.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額 

有形固定資産 1,846,314千円 

投資その他の資産 796,388千円 

有形固定資産 1,979,488千円 

投資その他の資産 821,165千円 

有形固定資産 1,904,990千円 

     

 2.手形割引高  2.手形割引高  2.        － 

受取手形割引高 740千円 受取手形割引高 1,505千円      

※3.中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。      

 なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

※3.中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。      

 なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

※3.        － 

  
受取手形 155,634千円 

  
受取手形 121,337千円   
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20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。 

※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。 

役員報酬 241,148千円 

給与・手当 1,186,636千円 

賞与引当金繰入額 257,812千円 

福利厚生費 182,291千円 

退職給付費用 85,727千円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
31,487千円 

貸倒引当金繰入額 2,191千円 

地代・家賃 197,567千円 

役員報酬 276,253千円 

給与・手当 1,276,087千円 

賞与引当金繰入額 291,981千円 

福利厚生費 187,247千円 

退職給付費用 95,155千円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
55,970千円 

貸倒引当金繰入額 2,974千円 

地代・家賃 207,729千円 

役員報酬 482,841千円 

給与・手当 2,422,279千円 

賞与引当金繰入額 269,402千円 

福利厚生費 383,439千円 

退職給付費用 176,119千円 

役員退職慰労引当金

繰入額 
45,485千円 

貸倒引当金繰入額 1,686千円 

地代・家賃 402,991千円 

※２．投資収益はレバレッジドリースに係る

ものでその内容は以下のとおりであり

ます。 

※２．投資収益はレバレッジドリースに係る

ものでその内容は以下のとおりであり

ます。 

※２．投資収益はレバレッジドリースに係る

ものでその内容は以下のとおりであり

ます。 

匿名組合形態による

もの 
9,008千円 

任意組合形態による

もの 
  

賃貸料収入 47,028千円 

減価償却費 13,811千円 

匿名組合形態による

もの 
11,588千円 

任意組合形態による

もの 
  

賃貸料収入 47,028千円 

減価償却費 10,966千円 

匿名組合形態による

もの 
19,384千円 

任意組合形態による

もの 
  

賃貸料収入 94,056千円 

減価償却費 27,622千円 

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳 

  －  

   

土地 10,617 千円

その他（器具備品) 559 千円

  －  

※４．       － ※４．丸菱電機㈱の退職金制度の廃止による

ものであります。 

※４．        － 

※５．固定資産売却損の内訳。 ※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳 

その他（車輌） 698千円 その他（車輌） 2,004千円 建物及び構築物 1,350千円 

その他（車輌及び器

具備品） 

2,271千円 

土地 53,400千円 

※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 755千円 

その他（車輌及び器

具備品） 

1,407千円 

建物及び構築物 2,171千円 

その他（車輌及び器

具備品） 

2,896千円 

建物及び構築物 4,932千円 

その他（車輌及び器

具備品） 

5,153千円 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 ※７．       － ※７．減損損失 

 当中間連結会計期間において、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。 

  当社グループは、営業用資産については営

業所単位により、賃貸用資産及び遊休資産に

ついては個別物件単位により、福利厚生資産

については共用資産としてグルーピングして

おります。 

  上記遊休資産については、当面使用の目処

が立たないことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（111,838千円）として特別損失に計上いた

しました。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しております。正味売却価額は、固定資

産税評価額に合理的な調整を行って算出した

金額を使用しております。 

用途 種類   場所 

 遊休資産  土地   千葉県旭市  

 遊休資産  土地  千葉県成田市  

 遊休資産  土地   静岡県伊東市  

 ※７．       －  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※現金及び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16年11月20日現在） （平成17年11月20日現在） （平成17年５月20日現在）

現金及び預金勘定 5,633,062千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△8,110千円 

現金及び現金同等物 5,624,952千円 

現金及び預金勘定 6,857,135千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△326,940千円 

現金及び現金同等物 6,530,195千円 

現金及び預金勘定 7,463,071千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△9,715千円 

現金及び現金同等物 7,453,356千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年11月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１ 株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%程度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、回復可能性等も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。なお、当中間連結会計期間末において減損処理を行った有価証券はありません。 

 （注）２ 取得原価は、減損処理後の価格によっております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  その他有価証券 

  非上場株式（店頭売買株式を除く）      150,100千円 

当中間連結会計期間末（平成17年11月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１ 株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%程度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、回復可能性等も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。なお、当中間連結会計期間末において減損処理を行った有価証券はありません。 

 （注）２ 取得原価は、減損処理後の価格によっております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  その他有価証券 

  非上場株式（店頭売買株式を除く）     150,100 千円 

前連結会計年度末（平成17年5月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１ 株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度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、回復可能性等も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。なお、当連結会計年度において減損処理を行った有価証券はありません。 

 （注）２ 取得原価は、減損処理後の価格によっております。 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  その他有価証券 

  非上場株式（店頭売買株式を除く）     150,100千円 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 173,661 372,605 198,943 

合計 173,661 372,605 198,943 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 173,661 608,571 434,909 

合計 173,661 608,571 434,909 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

① 株式 173,661 400,573 226,911 

合計 173,661 400,573 226,911 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年11月20日現在） 

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

当中間連結会計期間末（平成17年11月20日現在） 

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

前連結会計年度末（平成17年５月20日現在） 

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

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年５月21日 至平成16年11月20日） 

 当連結グループの事業の種類は「電気工事材料の卸売」のみであるため、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。 

当中間連結会計期間（自平成17年５月21日 至平成17年11月20日） 

 当連結グループの事業の種類は「電気工事材料の卸売」のみであるため、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16年５月21日 至平成17年５月20日） 

 当連結グループの事業の種類は「電気工事材料の卸売」のみであるため、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。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年５月21日 至平成16年11月20日） 

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成17年５月21日 至平成17年11月20日） 

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成16年５月21日 至平成17年５月20日） 

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年５月21日 至平成16年11月20日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成17年５月21日 至平成17年11月20日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成16年５月21日 至平成17年５月20日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

１株当たり純資産額 1,805.65円 

１株当たり中間純利益 96.65円 

１株当たり純資産額 1,967.76円 

１株当たり中間純利益 107.15円 

１株当たり純資産額 1,882.00円 

１株当たり当期純利益 171.53円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。 

      

１株当たり中間純利益の算定上の

基礎 

１株当たり中間純利益の算定上の

基礎 

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎 

中間連結損益計算書上の中間純

利益 

中間連結損益計算書上の中間純

利益 

連結損益計算書上の当期純利益 

1,102,252千円 1,220,385千円 1,956,220千円 

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益 

1,102,252千円 1,220,385千円 1,956,220千円 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

11,404,625株 11,389,875株 11,404,625株 
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（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
  至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年５月21日 
  至 平成17年11月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
  至 平成17年５月20日） 

 該当事項はありません。   当社は、当社グループの事業とのシ

 ナジー創出を図るため、平成17年９月

 13日開催の取締役会において、㈱あか

 り及び㈱ライフインテリアの全株式を

 取得することを決議し、平成17年11月

 21日付で連結子会社といたしました。

  (1)㈱あかりについて 

  ①会社名   ㈱あかり 

  ②事業内容  電気工事業、室内装

         飾設計・施工、他 

  ③事業規模  平成17年2月期 

         売上高 956,058千円

         資本金  20,000千円

  ④取得日   平成17年11月21日 

  ⑤取得株式数 400株 

          (議決権割合 100%) 

  ⑥取得価額  75,000千円 

 (2)㈱ライフインテリアについて 

  ①会社名   ㈱ライフインテリア

  ②事業内容  内外装工事業、イン

         テリアコーディネー

         ト業、他 

  ③事業規模  平成17年2月期 

         売上高 616,670千円

         資本金  10,000千円

  ④取得日   平成17年11月21日 

  ⑤取得株式数 200株 

         (議決権割合 100%）

  ⑥取得価額  60,000千円 

 該当事項はありません。 
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５.【仕入、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）の事業の種類は「電気工事材料の販売」のみであるためセグメ

ント別の記載を省略しております。 

当社グループの取扱い商品分類別仕入高の状況 

（注１）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（注２）当社グループの主要な仕入先には松下電工株式会社があります。当社グループ仕入金額に占める同社の前中間連

結会計期間及び当中間連結会計期間の取引割合は下記のとおりであります。その他の仕入先については当社グル

ープ仕入金額の100分の10を超える取引比率のある仕入先はありません。 

 （本表の金額には、消費税等は含まれておりません。） 

(2）受注実績 

 該当事項はありません。 

取扱品目別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前年同期比（％） 

照明器具（千円） 3,715,676 97.6 

電線配管材類（千円） 3,364,212 112.3 

配・分電盤類（千円） 1,492,811 110.0 

空調機器（千円） 3,388,936 101.3 

換気扇（千円） 770,276 97.8 

建材類（千円） 1,501,169 127.4 

通信・情報機器類（千円） 1,458,260 112.7 

その他（千円） 1,983,127 112.6 

合計（千円） 17,674,471 107.0 

仕入先名 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％） 

松下電工株式会社 3,948,572 23.9 4,904,261 27.7 
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(3）販売実績 

 当社グループの事業の種類は「電気工事材料の販売」のみであるためセグメント別の記載を省略しております。

当社グループの取扱商品分類別売上高の状況 

（注１）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（注２）当社の個別の販売先について、売上高の100分の10を超える取引先はありません。 

取扱品目別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前年同期比（％） 

照明器具類（千円） 4,918,159 99.9 

電線配管材類（千円） 4,581,459 111.9 

配・分電盤類（千円） 2,144,906 111.4 

空調機器（千円） 4,086,866 101.4 

換気扇（千円） 1,065,888 101.0 

建材類（千円） 1,726,547 131.3 

通信・情報機器類（千円） 1,886,860 110.9 

その他（千円） 2,550,090 112.7 

合計（千円） 22,960,779 107.8 

30




