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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

 

当社は、本日、平成18年１月30日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

なお、添付資料は平成17年11月４日に公表済みの「平成18年３月期 中間決算短信（連結）」及び

「平成18年３月期 個別中間財務諸表の概要」です。 

 

 

以 上 



 

平成18年３月期   中間決算短信（連結） 平成17年11月４日 

上 場 会 社 名  アルインコ株式会社              上場取引所      大証 市場第２部 

コ ー ド 番 号  ５９３３                   本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.alinco.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長        氏名 井上 雄策 

問合せ先責任者   役職名 常務取締役管理本部長     氏名 大原  稔  ＴＥＬ (06)4797－2121 

決算取締役会開催日 平成17年11月４日 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１ 17年９月中間期の連結業績（平成17年３月21日～平成17年９月20日） 

(1) 連結経営成績                           （単位：百万円、百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％
14,617       5.8  
13,810         5.7  

百万円   ％
736        26.6  
581        22.1  

百万円   ％
791        33.2  
594        40.7  

17年３月期 28,902         5.0  1,415        20.7  1,411        35.9  
 

 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９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％
271   △ 34.3  

        412       60.5  

円   銭
15      51  
23      60  

円   銭
－      －  
－    －  

17年３月期 731        13.1  40      29  －   －  

(注)①持分法投資損益 17年９月中間期  △0百万円  16年９月中間期  △1百万円  17年３月期  △0百万円 

②期中平均株式数(連結)17年９月中間期17,487,926株 16年９月中間期17,493,925株 17年３月期17,492,018株 

③会計処理の方法の変更   有 

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 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 
24,674       
24,297       

百万円
9,499      
8,902      

％ 
38.5  
36.6   

円   銭
543      22  
508      92  

17年３月期 24,709       9,289      37.6   529      62  

(注)期末発行済株式数(連結)17年９月中間期17,487,392株 16年９月中間期17,492,992株 17年３月期17,488,592株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 
763       
899       

百万円
 △ 510      
△ 530      

百万円 
△ 292       
  △   3 

百万円
2,359      
2,029      

17年３月期 1,928       △ 711      △ 545       2,384      
 
(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   ３社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   １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３月期の連結業績予想（平成17年３月21日～平成18年３月20日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

29,790      
百万円

1,690      
百万円

1,050      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 58円10銭 

 

 

 

 

※ 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に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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企業集団の状況 

 

1.企業集団の概況 

当社の企業集団等は、子会社３社及び関連会社１社で構成され、建設用仮設機材の製造・販売・レンタル及

びＤＩＹ用品（住宅機器）、電子製品等の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する物流、研究

及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。 

その主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

なお、これらは事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 

建設機材関連事業  ： 連結財務諸表提出会社（以下アルインコ㈱という）が製造販売するほか、一部を

アルインコ㈱が仕入れて販売しております。また、その一部を関連会社のオリエン

タル機材㈱を通じて販売もしております。 

住宅機器関連事業  ： 蘇州アルインコ金属製品有限公司が製造した製品をアルインコ㈱が販売するほか、

一部をアルインコ㈱が製造または仕入れて販売しております。 

電子機器関連事業  ： アルインコ㈱が開発・設計した仕様に基づき、製造工程の一部を子会社のアルイ

ンコ富山㈱に外注しております。無線機周辺機器については、アルインコ㈱が仕入

れて販売しております。 

レンタル関連事業  ： アルインコ㈱が製造した製品の一部を、自社運用資産としてユーザーにレンタル

しております。 

東京仮設ビルト㈱は足場工事の施工を行う会社であり、アルインコ㈱の受注物件

ないし独自の受注物件の請負工事を行っております。 

 

（子 会 社）
○ 東京 仮設
ビル ト㈱

　　　　レンタル

　　　　販　売
　　　　レンタル投入
 ○連 結 子 会 社 *持分法適用会社

レンタル 関 連 事 業

得　　意　　先

建設用仮設機材

富 山 ㈱

電　子　製　品

（子 会 社）
○ア ルイ ンコ

建設用仮設機材 ＤＩＹ用品(住宅機器)

建設機材関連事業 住宅機器関連事業

(関連会社)

*ｵﾘｴﾝﾀﾙ機材㈱

得　　意　　先

電子機器関連事業

（子 会 社）

○蘇州アルインコ

 金属製品有限公司

ア　ル　イ　ン　コ　㈱ ア　ル　イ　ン　コ　㈱

材支
料
無
償給

外
注
加
工

外
注
加
工
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経 営 方 針 

 

1.経営の基本方針 

当社グループは、「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」を経営の基本理念として掲げております。

この理念に基づき良質な製品・サービスを幅広く社会に提供し、コンプライアンスに沿った企業活動を通じ適

正な利益を確保することを目指しております。また株主への利益還元を重視すると同時に取引先各位・社員・

地域住民等関係各者の信頼と期待に応え社会的責任を果たすことにより、永続的な会社の発展を図ります。 

 

2.利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重点課題と位置づけており、新製品・新技術の開発に努め、グル

ープ全社の経営基盤を維持・強化するとともに、業績に裏付けられた成果配分を行う事を基本方針とし、配当

水準の向上と安定化に努め配当性向30％を目指す所存であります。 

 

3.目標とする経営指標 

当期の経営方針として「ニッチマーケットでトップ企業に」を唱え、経営指標としては売上高経常利益率

７％確保を目標としております。新製品開発と営業力強化及びコストダウンの徹底により収益力を高め、経営

指標の実現に向けた努力をしております。 

 

4.中長期的な会社の経営戦略 

営業面においては、マーケット動向、マーケットニーズに即した新製品開発に注力し、販売ルートについて

も、既存ルート以外の新規販売ルートの構築を主眼に取引の深耕と裾野の拡大を目指した営業を展開、収益重

視の事業運営を一段と鮮明にいたします。 

管理面においては、コーポレートガバナンスを確立し、経営意思の決定、業務の執行及びそれらの監視が適

正かつ効率的に行われる内部統制システムを構築の上、経営の適格性、効率性、透明性を確保するよう努めま

す。併せて人事制度改革を推し進め、従業員の勤労意欲向上により人的資源の全体的レベルアップを実現いた

します。 

また、財務面では連結経営重視の観点から継続的な業績改善努力を行い、連結業績の向上を図ると共に強固

な財務体質への転換を図る所存であります。 

 

5.会社の対処すべき課題 

当社グループはここ数年来、全社を挙げて「収益重視の事業運営」を心がけてまいりました。営業・生産・

物流・管理のあらゆる部門で収益力の強化・コストダウンの徹底に努めてまいりました。 

その結果、当中間期も期初計画以上の利益を計上することができるなど、安定的な収益基盤の確立が出来る

ようになってきたものと考えております。 

今後につきましては当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しいものがありますが、セグメント毎に

ライバル各社に負けない筋肉質の企業体質作りを目指すと共に、引き続き収益力の向上と財務体質の強化を進

めていく所存であります。 

 

個別の課題につきましては、次のとおりであります。 

①独創性の高い高収益商品の開発 

・「ニッチマーケットでトップ企業に」なるため営業・技術開発・生産の各部門が一致協力して情報収集

にあたり、他社に真似されない高収益商品の開発に努めます。 

②海外生産の拡大とコストダウンの徹底 

・中国子会社（蘇州アルインコ金属製品有限公司）の安定稼働、更なる海外生産の拡大など生産面だけで

なく、仕入・物流・経費その他の分野でもコストダウンの徹底を図ります。 

③財務体質の強化 

・ここ数年来、当社の有利子負債は大幅に削減されましたが、より一層の削減を図ると共に、効率的なキ

ャッシュ・フロー経営を心がけ財務体質の強化に努めます。 
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6.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」の社憲を掲げ企業活動を通じて社会的責任を果

たすとの認識の上にたち、経営の透明性、迅速な意思決定を重視しつつ企業価値を高める経営を目指しておりま

す。 

また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を一層高めてまい

ります。 
 

②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「取締役会」「監査役会」制度を採用し、経営の意思決定、執行並びに経営監視を行っております。 

「取締役会」 

取締役会は取締役13名で構成し、当社グループ全般にわたる経営方針・経営戦略の策定、執行、重要事項の決定

等を行う機関として月１回の定時の他、必要に応じ随時開催しております。また、取締役会及び主要会議には、

監査役が常時参加し取締役の業務執行状況を監視しております。 

「監査役会」 

監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成されており、監査役会を原則毎月開催し、経営・倫理両面での監査

体制を強化しております。 

「監査室の設置」 

全社的な組織の質的向上を図るべく監査室を設置し、コンプライアンスの徹底並びに内部業務監査を強化してお

ります。 

「会計監査人」 

当社は株主総会の承認を得て、あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を通じて商法の計算書類、証券取引法

の財務諸表の監査証明を受領しております。 

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 

米 林  彰 指 定 社 員 

業務執行社員 宮 林 利 朗 
あずさ監査法人 

※継続関与年数については、全員７年以内のため、記載を省略しております。 
監査業務に関わる補助者の構成   公認会計士５名 会計士補３名 
「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織」 

 

　　選任・解任 　選任・解任

　選任・解任

連携

　　内部監査

各事業部・生産本部・管理部門

監
査

指揮・
監督

指揮・
監督

監
　
　
査
　
　
役
　
　
会

株　　　　　主　　　　　総　　　　　会

取締役会
会
　
計
　
監
　
査
　
人

代表取締役
監
査
室

監
査
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(2) 情報開示 

決算情報の早期開示等適時開示に努めるとともにホームページでのディスクロージャーやＩＲ活動の強化充

実を図っております。 

 

(3) 内部統制 

組織規程、職務権限規程等各種規程類により、業務の効率運営、責任体制の確立を図っております。 

 

(4) 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。 

 

(5) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・当中間連結会計期間中における定例の取締役会は、前記のとおり月１回開催しており、必要に応じて臨時

取締役会を開催し、機動的な運営体制を敷いております。 

・当中間連結会計期間中における監査役会は原則毎月開催し、経営・倫理両面の監査を行うとともに、常勤

監査役は取締役会や重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況をチェックしております。 

・内部監査室は全国の支店・営業所に対し年１回の内部監査を実施し、一部の支店・営業所についてはフォ

ロー監査も含め重点指導を行う等、監査体制を強化しております。 
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経営成績及び財政状態 

 

1.経営成績 

(1) 全般の概況 

当中間連結会計期間（以下、当中間期という。）のわが国経済は、原油価格等素材価格の高騰があったもの

の企業収益の増加やそれに伴う設備投資の活況、個人消費等の牽引により､全般的に底打ちの兆しが見える状

況となってきました。 

このような状況の下、当社グループ(当社、子会社及び持分法適用会社)は営業力強化、中国子会社の生産力

増強、海外ＯＥＭ生産の拡大、新商材の市場への投入等の収益力向上施策を実行いたしました。 

その結果、売上高は建設機材・住宅機器・レンタル各セグメントとも増加したことにより、前年同期比８億

７百万円（5.8％）増の146億17百万円となりました。売上高増により売上総利益は前年同期比２億69百万円増

加しましたが営業力強化のための人員増等の販売費増加により、営業利益は前年同期比１億54百万円

（26.6％）増の７億36百万円となりました。また、支払利息の減少により営業外収支が好転し、経常利益は前

年同期比１億97百万円（33.2％）増の７億91百万円となりました。特別損失に減損損失３億66百万円、退職給

付会計基準変更時差異償却等70百万円を計上し、税金費用を控除の結果、中間純利益は前年同期比１億41百万

円（34.3％）減の２億71百万円となりました。 

 

(2) 事業の種類別セグメントの概況 

建設機材関連事業 

当事業の売上高は前年同期比25.2％増の28億29百万円となりました。その要因は官庁主導による建設現場の

安全性向上施策により新製品の先行手摺枠等の安全関連商材の販売が好調なことと、民間設備投資の増加によ

るレンタル業者の資材稼働率の上昇により既存品の枠組足場や中古商材の販売が堅調に推移したことによりま

す。 

売上高の増加に伴い売上総利益は前年同期比28.1％増の７億93百万円となり、一方、販売費等は前年同期並

に絞り込んだ結果、営業利益は３億61百万円となりました。 

 

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比1.1％増の36億26百万円となりました。アルミ関連商材は機工ルートの販売強

化により売上高は前年同期比3.5％増加しましたが、フィットネス商材は通販ルートでの販売低迷により売上

高が減少しました。 

損益面ではアルミ関連商材やフィットネス商材等の海外仕入商材のコストがアルミ地金や鋼材の上昇、円安、

運賃コスト増等により上昇したこと及び営業人員の拡充による販売費の増加により収益が悪化しました。また、

蘇州アルインコ金属製品有限公司も生産ラインを段階的に稼動開始させていることにより固定費を吸収できず

赤字となりました。その結果、１億98百万円の営業損失となりました。 

 

電子機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比3.9％減の13億80百万円となりました。無線機については国内市場向けが特定

小電力無線機の業務用ルートを中心として前年同期比6.0％増となり堅調に推移しましたが、海外市場向けで

は中国メーカーの安価な製品の流入により、前年同期比13.1％減となりました。この結果無線機の売上高は前

年同期比2.6％減の11億54百万円となりました。子会社のアルインコ富山㈱はチップ実装の外部受注の強化に

より設備稼働率が向上した結果、若干の黒字となりました。 

損益面では無線機部門のコストダウン効果による利益率改善やアルインコ富山㈱の黒字により、当事業は営

業利益段階で前年同期比86百万円改善した結果、黒字転換し営業利益は31百万円となりました。 

 

レンタル関連事業 

当事業の売上高は前年同期比3.9％増の67億81百万円となりました。低層用仮設機材レンタルの売上高は工

場・店舗などの大型工事について採算性を重視し選別受注を行なったことにより売上高は減少しました。しか

しながら、中高層用仮設機材レンタルは民間設備投資の増加やマンション等のリフォーム工事の増加により稼

働率が高まり売上高が増加しました。また、アルミ機材レンタルも作業現場での安全志向により継続的に使用

され、売上高は堅調に推移しました。 

損益面では営業強化に伴う人件費増により、営業利益は前年同期比36百万円減少し５億42百万円となりまし

た。 
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(3) 通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、原材料、原油等の価格の高止まりやそれに伴う運賃やその他諸費用の値上が

りも予想されるため、不透明な情勢が続くものと考えられます。 

このような状況下で、当社としましては選択と集中を念頭におき、新製品開発と営業力強化を進めるととも

に、海外生産の更なる拡大やコストダウンの徹底により収益拡大を図る所存であります。 

当中間期は期初予想を上回りましたが、下期の業績予想はコスト上昇要因があるものの期初予想を継続し、

通期業績予想は中間期修正額を上積みしております。その結果、通期業績は売上高297億90百万円、経常利益

16億90百万円、当期純利益10億50百万円を見込んでおります。 

なお、当期の配当金につきましては前期の１株当たり７円から３円増配し、期末配当金として１株当たり10

円とさせていただく予定であります。 

 

2.財政状態 

当中間期末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前年同期比１億

88百万円減の３億54百万円となった反面、非資金損益項目である減損損失３億66百万円を計上した結果、23億59百

万円となりました。 

 

各キャッシュ・フローの状況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） 

売上債権の増減額は回収に占める手形割合の減少から回収期間が短縮化しているため前年同期比５億31百万

円改善しましたが、下期の需要期に対応するためのたな卸資産の増加と更生債権回収の終結による回収減によ

り、営業活動から得られた資金は前年同期比１億35百万円減の７億63百万円となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

レンタル資産を中心とした有形固定資産の取得は10億24百万円と前年同期比１億94百万円増加しましたが、

大口取引先に対する債権放棄に伴う長期貸付金等の回収により、投資活動による資金の支出は前年同期比19百

万円減の５億10百万円となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長短合わせた借入金の増減額は前年同期比２億54百万円の減少となり、増配による配当金の支払増加が34百

万円となった結果、財務活動による資金の支出は２億92百万円となりました。 

 

なお、当社グループのキャッシュ･フロー指標等の推移は次のとおりであります。 

平成16年３月期 平成17年３月期 
平成18年 

３月期 
期 別 

 
指 標 中間期 通期 中間期 通期 中間期 
株主資本比率(％) 35.1 35.8 36.6 37.6 38.5 

時価ベースの株主資本比率(％) 19.6 19.6 32.4 34.8 43.5 

債務償還年数(年) 9.8 5.0 4.8 4.2 5.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.9 7.3 8.0 9.1 9.3 
    ※株主資本比率：株主資本／総資産 
     時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
   1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
   2. 株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 
   3. 営業キャッシュ・フローは、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を使用しております。有利子負債は、中間（期末）連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っ
ている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算書
の「利息の支払額」を使用しております。 

   4. 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍しております。 
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3.事業等のリスク 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の

投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示し

ております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める所存であります。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連する全てを網羅するものではありません。

また、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は中間決算短信提出日現在において判断したものであり

ます。 

(1) 為替の変動について 

当社の住宅機器関連事業は海外委託生産を行っており、平成17年３月期の米ドル建商品仕入高は当社の総商

品仕入高の40.2％となっております。当社は今後もコストダウンによる価格競争力を保持し販売シェア拡大の

ため、海外委託生産を継続する方針でありますが、取引は全て米ドル建てで行われており、為替相場が変動し

た場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。当社では仕入コストの安定を目的として通貨スワップ、

通貨オプションあるいは為替予約取引による為替ヘッジを行なっております。 

(2) 原材料の動向について 

当社の建設機材関連事業、住宅機器関連事業の原材料の主なものは鋼管、鋼材、アルミ型材等であります。

鋼管・鋼材は近年世界的な需要増により高騰しており、また、アルミ型材もアルミ地金が世界的な相場で価格

が決定されます。原材料上昇による製品原価上昇分の販売価格への転嫁が進まない場合は当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

(3) 建設動向について 

当社の建設機材関連事業及びレンタル関連事業においては建設関連の仮設足場機材の販売並びにレンタルを

事業としております。この業界はバブル以降、縮小傾向で推移しておりますが、想定をさらに上回る建設需要

の減少や関連価格の大幅な変動が起こった場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 新設住宅着工戸数の動向について 

当社のレンタル関連事業の低層用仮設機材レンタルは主に住宅の竣工前において使用されるため、当社の業

務は新設住宅着工戸数の増減に少なからず影響を受けております。新設住宅着工戸数は一般経済情勢、金利動

向、地価動向、税制等様々な要因の影響を受けますので、その結果によっては当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

(5) 海外の外注先への依存について 

当社の電子機器関連事業の無線機等の製造工程のうち組立加工について価格面、品質面及び安定供給等の観

点から外注先を選定した結果、電子機器関連事業の平成17年３月期生産高のうち、フィリピンでの組立加工に

依存する割合が57.9％となっております。当社は今後も上記観点からフィリピンでの委託生産を継続する方針

でありますが、同国の社会情勢及び為替動向等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6) 業績が低迷している関係会社について 

当社の電子機器関連事業の連結子会社アルインコ富山株式会社(資本金50百万円)は当社製品の組立を行う一

方、グループ外からの電子機器関連の加工請負業務を行っております。当社の電子事業部は数年前よりコスト

ダウンを目的に無線機の組立を海外にシフトしており、同社への既存製品の加工委託は大きく減少しておりま

す。その対応策として同社はグループ外からの加工請負を増加させてきました。しかしながら、ＩＴバブルの

崩壊や電機業界における生産拠点の海外移転に伴い同社の業績は低迷しており、近年は赤字決算が継続してお

ります。同社は受注活動の強化や当社新製品の加工委託による売上増と加工工数見直し等の原価管理の徹底を

図り早期の黒字化を目指しておりますが、計画通りに業績が改善しない場合は当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

(7) 建設業法について 

当社の取得している一般建設業の「とび・土工工事業及び内装仕上工事業の許可」は１件当たりの請負金額

が500万円未満の請負工事においては必要とされておりません。しかしながら当社の主な取引先は住宅会社、

建設会社、工務店、リフォーム業者であり取引を行う場合、一般建設業の許可については必須事項となってお

りますので、一般建設業の許可の取消や停止事由が発生した場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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中間連結貸借対照表 

 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表     

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
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   2,426 2,359   2,425

 ２ 受取手形及び売掛金 ※4  7,584 8,405   8,527

 ３ たな卸資産   3,291 3,850   3,335

 ４ 繰延税金資産   418 330   433

 ５ その他の流動資産   177 179   576

 ６ 貸倒引当金   △ 309 △ 203   △ 208

流動資産合計   13,588 55.9 14,922 60.5  15,090 61.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

(1) レンタル資産  14,103 13,991  13,764 

減価償却累計額  11,313 2,790 11,292 2,699  11,219 2,545

(2) 建物及び構築物 ※1 3,628 3,887  3,834 

減価償却累計額  2,430 1,197 2,494 1,393  2,477 1,356

(3) 機械装置及び運搬具  1,043 1,026  1,021 

減価償却累計額  836 207 779 247  785 236

(4) 土地  ※1  2,132 1,989   2,132

(5) その他の有形固定資産  1,710 1,843  1,701 

減価償却累計額  1,522 1,529  1,486 

減損損失累計額  － 188 75 237  － 214

有形固定資産合計   6,516 6,566   6,485

 ２ 無形固定資産   46 56   50

 ３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※1  919 1,190   1,079

(2) 長期貸付金   1,573 483   567

(3) 更生債権等   179 137   177

(4) 繰延税金資産   489 306   308

(5) その他の投資その他の資産   1,656 1,340   1,326

(6) 貸倒引当金   △ 672 △ 331   △ 374

投資その他の資産合計   4,145 3,128   3,083

固定資産合計   10,708 44.1 9,751 39.5  9,619 38.9

資産合計    24,297 100.0 24,674 100.0  24,709 100.0
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
  

 
  

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
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 ※4  4,863  5,325   5,388  

 ２ 短期借入金 ※1  5,526  4,026   4,449  

 ３ 未払法人税等   21  45   51  

 ４ 賞与引当金   335  387   365  

 ５ その他の流動負債   561  560   612  

流動負債合計   11,308 46.6 10,345 41.9  10,867 44.0

Ⅱ 固定負債       

 １ 長期借入金 ※1  3,066  3,856   3,603  

 ２ 退職給付引当金   117  143   135  

 ３ 役員退職慰労引当金   228  264   243  

 ４ 関係会社事業損失引当金   137  137   137  

 ５ その他の固定負債   537  427   431  

固定負債合計   4,086 16.8 4,829 19.6  4,552 18.4

負債合計   15,395 63.4 15,174 61.5  15,420 62.4

【少数株主持分】       

少数株主持分   － － － －  － －

【資本の部】       

Ⅰ 資本金   4,863 20.0 4,863 19.7  4,863 19.7

Ⅱ 資本剰余金   2,599 10.7 2,599 10.5  2,599 10.5

Ⅲ 利益剰余金   1,307 5.4 1,748 7.1  1,626 6.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金   135 0.5 288 1.2  223 0.9

Ⅴ 為替換算調整勘定   － － 5 0.0  △ 18 △ 0.1

Ⅵ 自己株式   △ 3 △ 0.0 △ 6 △ 0.0  △ 5 △ 0.0

資本合計   8,902 36.6 9,499 38.5  9,289 37.6

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  24,297 100.0 24,674 100.0  24,709 100.0
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中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 

  

 
  

 至 平成16年９月20日）  至 平成17年９月20日） 至 平成17年３月20日）

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 

Ⅰ 売上高                    

 １ 商品及び製品売上高  7,284   7,836   15,353   

 ２ レンタル収入  6,525 13,810 100.0 6,781 14,617 100.0 13,549 28,902 100.0

Ⅱ 売上原価           

 １ 商品及び製品売上原価  5,325   5,676   11,293   

 ２ レンタル原価  4,469 9,794 70.9 4,656 10,332 70.7 9,342 20,636 71.4

売上総利益   4,015 29.1 4,284 29.3  8,266 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  3,433 24.9 3,548 24.3  6,851 23.7

営業利益   581 4.2 736 5.0  1,415 4.9

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  16   11   18   

 ２ 受取地代・家賃  51   53   102   

３ 作業屑等売却益  －   42   33   

 ４ 仕入割引  45   45   93   

 ５ スワップ取引等運用益  14   3   －   

 ６ 為替差益  1   2   －   

 ７ その他  49 180 1.3 28 187 1.3 73 322 1.1

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  112   85   208   

 ２ スワップ取引等運用損  －   －   19   

 ３ 手形売却損  2   0   3   

 ４ 支払地代・家賃  33   33   67   

 ５ その他  19 167 1.2 12 131 0.9 27 326 1.1

経常利益   594 4.3 791 5.4  1,411 4.9

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※2       －   0   2   

 ２ その他  0 0 0.0 － 0 0.0 － 2 0.0

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産除売却損 ※3 1   21   38   

 ２ 減損損失 ※4 －   366   －   

 ３ 債権放棄損  －   －   246   

 ４ 退職給付会計基準変更時差異償却  49 49  99 

 ５ 電話加入権評価損  － 51 0.4 － 437 3.0 31 415 1.5

   税金等調整前中間(当期)純利益   542 3.9 354 2.4  997 3.4

   法人税、住民税及び事業税  22   22   52   

   法人税等調整額  108 130 0.9 61 83 0.5 214 266 0.9

   中間(当期)純利益   412 3.0 271 1.9  731 2.5
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アルインコ株式会社 

 

中間連結剰余金計算書 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結剰余金計算書 

(自 平成16年３月21日 (自 平成17年３月21日  (自 平成16年３月21日 
    

至 平成16年９月20日)   至 平成17年９月20日)   至 平成17年３月20日)

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 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   2,599 2,599  2,599

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高    2,599 2,599  2,599

      

【利益剰余金の部】     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,000 1,626  1,000

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   中間(当期)純利益   412 412 271 271 731 731

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 配当金   87 122  87 

 ２ 役員賞与   18 105 27 149 18 105

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高    1,307 1,748  1,626
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アルインコ株式会社 
 

中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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３月21日 (自 平成17年３月21日  (自 平成16年３月21日 
 

  至 平成16年９月20日)   至 平成17年９月20日)   至 平成17年３月20日)

区分 注記
記号 金額（百万円） 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     
１ 税金等調整前中間（当期）純利益  542 354 997
 ２ 減価償却費  567 581 1,240
 ３ 減損損失  － 366 －
 ４ 貸倒引当金の増加額  206 30 282
 ５ 賞与引当金の増加額  21 21 52
 ６ 役員退職慰労引当金の増加額  20 20 36
 ７ 退職給付引当金の増加額  15 7 33
 ８ 受取利息及び受取配当金  △ 22 △ 18 △ 25
 ９ 支払利息 112 85 208
 10 為替差損益 2 △ 5 4
 11 電話加入権評価損 － － 31
 12 有形固定資産除売却損 1 21 38
 13 債権放棄損 － － 246
 14 売上債権の増減額  △ 415 115 △ 1,561
 15 更生債権等の減少額 202 3 207
 16 たな卸資産の増加額 △ 0 △ 467 △ 6
 17 仕入債務の増減額 △ 163 △ 115 328
 18 未払消費税等の減少額  △ 32 △ 101 △ 2
 19 役員賞与の支払額  △ 18 △ 27 △ 18
 20 その他  △ 8 6 65

   小    計  1,032 879 2,159

 21 利息及び配当金の受取額  22 18 26
 22 利息の支払額  △ 111 △ 82 △ 212
 23 法人税等の支払額  △ 44 △ 51 △ 44

   営業活動によるキャッシュ・フロー  899 763 1,928

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
 １ 定期預金等の預入による支出  △ 138 △ 0 △ 138
 ２ 定期預金等の払戻による収入  784 40 1,141
 ３ 有価証券の売却等による収入   1 － 1
 ４ 有形固定資産の取得による支出  △ 830 △ 1,024 △ 1,448
 ５ 有形固定資産の売却による収入  0 158 0
 ６ 無形固定資産の取得による支出  △ 8 △ 8 △ 23
 ７ 投資有価証券の取得による支出  △ 2 △ 2 △ 13
 ８ 投資有価証券の売却等による収入  － － 0
 ９ 貸付けによる支出  △ 240 △ 22 △ 284
 10 貸付金の回収による収入  89 364 237
 11 新規非連結子会社への出資  △ 179 － △ 179
 12 敷金・保証金の差入による支出  △ 21 △ 14 △ 39
 13 敷金・保証金の返還による収入  15 18 35
  14  その他  － △ 20 －

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 530 △ 510 △ 711

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  △ 296 △ 470 △ 370
 ２ 長期借入れによる収入  1,900 2,100 4,400
 ３ 長期借入金の返済による支出  △ 1,518 △ 1,799 △ 4,484
 ４ 配当金の支払  △ 86 △ 121 △ 87
 ５ その他  △ 0 △ 0 △ 2

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 3 △ 292 △ 545

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 2 14 △ 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   362 △ 25 665

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,666 2,384 1,666

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額  － － 52

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  2,029 2,359 2,384
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アルインコ株式会社 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
   至 平成16年９月20日）    至 平成17年９月20日）    至 平成17年３月20日） 

１ 連結の範囲に関す 

る事項  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (1) 連結子会社 

連結子会社は、アルインコ

富山㈱、東京仮設ビルト㈱の

２社であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 主要な非連結子会社 

非連結子会社の蘇州アルイ

ンコ金属製品有限公司は開業

準備中であり、総資産、売上

高、中間連結純利益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微

であるため、連結の範囲から

除外しております｡ 

(1) 連結子会社 

連結子会社は、アルインコ

富山㈱、東京仮設ビルト㈱、

蘇州アルインコ金属製品有限

公司の３社であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 連結子会社  

連結子会社は、アルインコ

富山㈱、東京仮設ビルト㈱、

蘇州アルインコ金属製品有限

公司の３社であります。 

なお、前連結会計年度まで

非連結子会社であった蘇州ア

ルインコ金属製品有限公司

は、重要性が増したため、当

連結会計年度から連結の範囲

に含めることといたしまし

た。 

 

 

２ 持分法の適用に関 

する事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (1) 持分法適用の関連会社 

関連会社であるオリエンタ

ル機材㈱について持分法を適

用しております。 

(2) 持分法を適用していない関

連会社のダイシンフレーム㈱

は平成16年４月６日をもって

破産結了をしております。 

非連結子会社の蘇州アルイ

ンコ金属製品有限公司は開業

準備中であります。 

これら２社はいずれも中間

連結純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であるた

め、持分法の適用から除外し

ております。 

(3) 持分法適用会社のオリエン

タル機材㈱は、９月30日が中

間決算日であります。中間連

結財務諸表の作成にあたって

は、中間連結決算日との間に

重要な取引が生じていないた

め、９月30日の中間財務諸表

を使用しております。  

 (1) 持分法適用の関連会社 

同左 

 

 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)    同左 
  

 (1) 持分法適用の関連会社 

同左 

   

 

(2) 持分法を適用していない関

連会社のダイシンフレーム㈱

は平成16年４月６日をもって

破産結了をしており、連結純

利益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であるため、持

分法の適用から除外しており

ます。 

 

 

 

 

(3) 持分法適用会社のオリエン

タル機材㈱は、3月31日が決

算日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連結

決算日との間に重要な取引が

生じていないため、３月31日

の決算財務諸表を使用してお

ります。 

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は、中

間連結決算日と一致しておりま

す｡ 

 連結子会社のうち、蘇州アルイ

ンコ金属製品有限公司の決算日

は、６月30日であります。中間連

結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、中

間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。 

連結子会社のうち、蘇州アルイ

ンコ金属製品有限公司の決算日

は、12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、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。 
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
   至 平成16年９月20日）    至 平成17年９月20日）    至 平成17年３月20日） 

４ 会計処理基準に関 

する事項  

  

  

 (1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

        中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資

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 

     移動平均法による原価

法 

  ② デリバティブ 

    時価法 

  ③ たな卸資産 

     主として総平均法によ

る原価法 

 (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｡ 

     なお、耐用年数は次のと

おりであります。 

    レンタル 

    資産………… 5年 

    建物及び 

    構築物……… 2～47年 

    機械装置及び 

    運搬具……… 2～15年 

    その他の有形 

    固定資産…… 2～20年 

 

  ② 無形固定資産 

定額法によっておりま

す｡ 

    ただし､ソフトウェア(自

社利用分)については､社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法であり

ります。 

 (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 

  

 

 

 

 

     時価のないもの 

同左 

   

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産  

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 

国内連結会社は定率法、

在外連結子会社は定額法に

よっております。 

    なお、耐用年数は次のと

おりであります。 

    レンタル 

    資産………… 5年 

    建物及び 

    構築物……… 2～47年 

    機械装置及び 

    運搬具……… 2～15年 

    その他の有形 

    固定資産…… 2～20年 

  ② 無形固定資産  

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  

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

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 

同左 

   

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

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  

同左 
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
   至 平成16年９月20日）    至 平成17年９月20日）    至 平成17年３月20日） 

 
 
 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

     売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率法により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権

については個別に回収可

能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

   賞与引当金 

     従業員の賞与の支出に

備えるため、期間業績に

応じた支給見込額を計上

しております。 

   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、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(498百万円)につい

ては、５年による按分額

を費用処理しておりま

す。 

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）

による定額法により、翌

連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

 

   役員退職慰労引当金 

     連結財務諸表提出会社

は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため「役員

退職慰労金規程」(内規)

による中間期末要支給額

を計上しております。 

関係会社事業損失引当金 

     関係会社の事業の損失

に備えるため、連結会社

が負担することとなる損

失見込額を計上しており

ます。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金  

同左 

   

  

  

  

  

  

  

  

   賞与引当金 

同左 

  

  

  

   退職給付引当金  

国内連結会社は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、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(498百万円)につい

ては、５年による按分額

を費用処理しておりま

す。 

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）

による定額法により、翌

連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

   役員退職慰労引当金  

同左 

  

  

  

  

 

関係会社事業損失引当金 

同左 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金  

同左 

   

  

  

  

  

  

  

  

   賞与引当金  

同左 

  

  

  

   退職給付引当金  

国内連結会社は、従業
員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

     なお、会計基準変更時

差異(498百万円)につい

ては、５年による按分額

を費用処理しておりま

す｡ 

     また、数理計算上の差

異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）

による定額法により、翌

連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

 

 

 

   役員退職慰労引当金 

     連結財務諸表提出会社

は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため「役員

退職慰労金規程」(内規)

による期末要支給額を計

上しております。 

関係会社事業損失引当金 

同左 
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
   至 平成16年９月20日）    至 平成17年９月20日）    至 平成17年３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。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    原則として繰延ヘッジ処

理によっております。な

お､振当処理の要件を満た

している為替予約等につい

ては振当処理に、特例処理

の要件を満たしている金利

スワップについては特例処

理によっております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 

通貨スワップ 

取引 

通貨オプション 

取引 

商品及び原材

料の輸入によ

る外貨建金銭

債務及び予定

取引 

金利スワップ 

取引 

長期借入金の

利息 

  ③ ヘッジ方針 

    デリバティブ取引に関す

る社内規程に基づき、為替

変動リスク及び金利変動リ

スクを一定の範囲内でヘッ

ジしております。  

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動、

キャッシュ・フローとヘッ

ジ手段の間に高い相関関係

があることを確認し、有効

性の評価としております。

ただし、一部の金利スワッ

プ取引においては、契約の

内容等によりヘッジに高い

有効性が明らかに認められ

る場合については有効性の

判定を省略しております。

また為替予約において

は､取引すべてが将来の購

入予定に基づくものであ

り、実行の可能性が極めて

高いため有効性の判定は省

略しております。 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

  

  

  

  

  

(5) 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

同左 

  

  

  

 

  

  

  

  ③ ヘッジ方針  

同左 

  

  

  

 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

  

  

   

  

  

(5) 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

同左 

  

  

 

  

  

  

  

  ③ ヘッジ方針  

同左 

  

  

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左 
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アルインコ株式会社 

 

 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
   至 平成16年９月20日）    至 平成17年９月20日）    至 平成17年３月20日） 

 

(6) 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式を採用して

おります。 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

 

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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資であります。 

同左 

  

  

  

 

同左 

  

  

 

会計処理の変更 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「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が

366百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき減

損損失累計額の科目をもって表示してお

ります。 

 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日） 

（中間連結損益計算書） 

 

 

（中間連結損益計算書） 

１ 作業屑等売却益は営業外収益の合計の100分の10を超えたた

め、区分掲記することとしました。なお、前中間連結会計期

間は営業外収益の「その他」に17百万円含まれております。 

２ 固定資産売却益は特別利益の合計の100分の10を超えたた

め、区分掲記することとしました。なお、前中間連結会計期

間は特別利益の「その他」に0百万円含まれております。 
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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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

※１ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物及び構築物      745百万円 

土地        2,088百万円 

投資有価証券      126百万円 

計         2,960百万円 

  （担保付債務）      （金額） 

短期借入金          2,393百万円 

長期借入金          2,490百万円 

計                  4,884百万円 

※１ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物及び構築物      694百万円

土地        1,797百万円 

計         2,492百万円

 

  （担保付債務）      （金額）

短期借入金          1,105百万円

長期借入金          2,777百万円 

計                  3,882百万円

※１ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

  （担保資産の種類）     （金額） 

建物及び構築物    719百万円

土地        2,088百万円 

計         2,808百万円

 

  （担保付債務）     （金額） 

短期借入金     1,471百万円

長期借入金     3,072百万円 

計         4,543百万円

 ２ 債務保証額 

     買入債務に対する債務保証 

（被保証会社） 

ＳＲＧタカミヤ㈱    0百万円 

買入債務に対する買取保証 

（被保証会社） 

昭和仮設リース㈱    10百万円 

 ２  

 

 ２  

 

３ 受取手形割引高     834百万円 ３  ３ 受取手形割引高       2百万円

※４ 中間連結会計期間末日満期手形の

処理方法 

   当中間連結会計期間末日は休日で

ありますが、期末日満期手形につい

ては満期日に決済が行われたものと

して処理しております。 

   当中間連結会計期間末残高から除

かれている期末日満期手形は次のと

おりであります。 

受取手形         9百万円 

支払手形              210百万円 

   割引手形               47百万円 

※４  

 

 

※４ 連結会計年度末日満期手形の処理

方法 

   当連結会計年度末日は休日であり

ますが、期末日満期手形については

満期日に決済が行われたものとして

処理しております。 

   当連結会計年度末残高から除かれ

ている期末日満期手形は次のとおり

であります。 

受取手形        55百万円

支払手形              224百万円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及びその金額は、次のとおりでありま

す。 

運賃保管料       441百万円 

人件費         1,241百万円 

賞与引当金繰入額   270百万円 

退職給付費用        56百万円 

役員退職慰労引当金繰入額   25百万円 

貸倒引当金繰入額    206百万円 

減価償却費          28百万円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及びその金額は、次のとおりでありま

す。 

運賃保管料       448百万円

人件費         1,375百万円

賞与引当金繰入額   307百万円

退職給付費用        56百万円

役員退職慰労引当金繰入額   20百万円

貸倒引当金繰入額     30百万円

減価償却費          38百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及びその金額は、次のとおりでありま

す。 

運賃保管料       912百万円

人件費         2,793百万円

賞与引当金繰入額   295百万円

退職給付費用       114百万円

役員退職慰労引当金繰入額   41百万円

貸倒引当金繰入額    279百万円

減価償却費          87百万円

※２  ※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    0百万円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおり

であります。 

レンタル資産        1百万円 

機械装置及び運搬具    0百万円 

計                   2百万円 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 

レンタル資産        0百万円 

建物及び構築物         0百万円 

機械装置及び運搬具    0百万円 

その他の有形固定資産   0百万円 

計                    1百万円 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 

レンタル資産       13百万円

建物及び構築物         3百万円

機械装置及び運搬具    4百万円

その他の有形固定資産   0百万円

計                   21百万円

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとお

りであります。 

レンタル資産       22百万円

建物及び構築物        2百万円

機械装置及び運搬具    6百万円

その他の有形固定資産   5百万円 

計                  38百万円
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

※４  ※４ 減損損失 

当社グループは内部管理上採用して
いる事業区分を基準として資産のグル
ープ化を行っており、当中間連結会計
期間において以下の資産グループにつ
いて減損処理をしました。      

電子機器関連事業における無線機等
事業部門は、アマチュア無線市場の縮
小に替わる市場の急成長が見込めない
ため、同部門に係る資産グループの帳
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（75百万円）とし
て特別損失に計上しました。 
また、賃貸土地については地価の下
落、遊休土地については事業の用に供
する具体的な計画が存在しないため帳
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（290百万円）と
して特別損失に計上しました。 
これら減損損失の内訳は、工具・器
具・備品75百万円、土地290百万円で
あります。 
なお、これら資産グループの回収可
能価額は、遊休土地については正味売
却価額を使用し不動産鑑定評価額に基
づいて評価しております。無線機等製
造設備と賃貸土地については使用価値
により測定をしており、将来キャッシ
ュ・フローを6.3％で割り引いて算定
しております。 

用途 種類 場所 

無線機 

等の製 

造設備 

工具・ 

器具・ 

備品 

電子機器関連

事業の各製造

委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市

遊休資産 土地 栃木県那須郡

遊休資産 土地 新潟県燕市 

※４  
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３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 

現金及び預金勘定     2,426百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金  △ 397百万円
現金及び現金同等物      2,029百万円

 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 

現金及び預金勘定     2,359百万円

預入期間が３か月を超える定期預金    － 百万円
現金及び現金同等物      2,359百万円

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定     2,425百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △   40百万円
現金及び現金同等物      2,384百万円
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（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３月21日  
  至 平成16年９月20日） 

 

建設機材 
関連事業 
（百万円）

住宅機器
関連事業
（百万円）

電子機器
関連事業
（百万円）

リ ー ス
関連事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連  結
（百万円）

 売上高及び営業損益         

  売   上   高         

 (1)外部顧客に対する売上高  2,260 3,587 1,436 6,525 13,810 － 13,810

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 539 135 18 3 697 (697) －

計 2,799 3,722 1,455 6,529 14,507 (697) 13,810

  営  業  費  用  2,774 3,690 1,509 5,950 13,925 (697) 13,228

  営業利益又は営業損失(△) 25 32 △ 54 579 581 － 581

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 

(2)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

(3)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器 

(4)リース関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

 
当中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日  
  至 平成17年９月20日） 

 

建設機材 
関連事業 
（百万円）

住宅機器
関連事業
（百万円）

電子機器
関連事業
（百万円）

レンタル
関連事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連  結
（百万円）

 売上高及び営業損益         

  売   上   高         

 (1)外部顧客に対する売上高  2,829 3,626 1,380 6,781 14,617 － 14,617

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 587 161 84 0 834 (834) －

計 3,417 3,787 1,465 6,781 15,451 (834) 14,617

  営  業  費  用  3,055 3,986 1,434 6,239 14,715 (834) 13,880

  営業利益又は営業損失(△) 361 △ 198 31 542 736 － 736

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

なお、従来から「リース関連事業」として呼称し開示しておりました中高層用・低層用仮設機材や仮設観覧席のレンタ

ルは、いわゆるファイナンスリースなどとの混同を避けるため当中間連結会計期間から「レンタル関連事業」と呼称を

変更して開示することにしました。 

    ２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 

(2)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

(3)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器 

(4)レンタル関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 
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アルインコ株式会社 
 
 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月21日  
  至 平成17年３月20日） 

 

建設機材 
関連事業 
（百万円）

住宅機器
関連事業
（百万円）

電子機器
関連事業
（百万円）

リ ー ス
関連事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連  結
（百万円）

 売上高及び営業損益         

  売   上   高         

 (1)外部顧客に対する売上高  4,896 7,660 2,796 13,549 28,902    － 28,902

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 967 348 76 0 1,393 (1,393)  －

計 5,864 8,008 2,872 13,550 30,296 (1,393) 28,902

  営  業  費  用  5,601 7,967 3,029 12,282 28,880 (1,393) 27,487

  営業利益又は営業損失(△) 262 41 △ 156 1,267 1,415    － 1,415

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 

(2)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

(3)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器 

(4)リース関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

 
 

【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３月21日 至 平成16年９月20日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地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３月21日 至 平成17年９月20日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地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３月21日 至 平成17年３月20日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
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アルインコ株式会社 
 
 
【海外売上高】 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年３月21日  
  至 平成16年９月20日） 

 ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 263 39 196 41 540

Ⅱ連結売上高（百万円）  13,810

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 1.9 0.3 1.4 0.3 3.9

（注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    ① ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 
    ② 北米……………アメリカ合衆国 
    ③ 東南アジア……シンガポール、インドネシア、韓国等 

  

  

当中間連結会計期間 
（自 平成17年３月21日  
  至 平成17年９月20日） 

 ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 184 55 180 44 465

Ⅱ連結売上高（百万円）  14,617

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 1.3 0.4 1.2 0.3 3.2

（注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    ① ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 
    ② 北米……………アメリカ合衆国 
    ③ 東南アジア……シンガポール、インドネシア、韓国等 

  

  

前連結会計年度 
（自 平成16年３月21日  
  至 平成17年３月20日） 

 ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 496 79 352 79 1,008

Ⅱ連結売上高（百万円）  28,902

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 1.7 0.3 1.2 0.3 3.5

（注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    ① ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 
    ② 北米……………アメリカ合衆国 
    ③ 東南アジア……シンガポール、インドネシア、タイ、韓国等 
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アルインコ株式会社 

 
（リース取引関係） 
  半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示するため記載を省略しております。 

 
（有価証券関係） 
前中間連結会計期間末（平成16年９月20日） 

有価証券 
１ その他有価証券で時価のある有価証券 

  取得原価(百万円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円) 
差額(百万円) 

 ①株 式 376 606 229 

 ②債 券 － － － 

 ③その他 180 177 △ 2 

計 557 784 226 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   
 非上場株式  134

 
 
当中間連結会計期間末（平成17年９月20日） 

有価証券 
１ その他有価証券で時価のある有価証券 

  取得原価(百万円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円) 
差額(百万円) 

 ①株 式 378 831 452 

 ②債 券 － － － 

 ③その他 182 213 31 

計 561 1,045 484 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   
 非上場株式 144
 
 
前連結会計年度末（平成17年３月20日） 

有価証券 
１ その他有価証券で時価のある有価証券 

  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) 

 ①株 式 377 743 365 

 ②債 券 － － － 

 ③その他 181 191 9 

計 558 934 375 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   
 非上場株式 144
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アルインコ株式会社 
 
（デリバティブ取引関係） 
  半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示するため記載を省略しております。 
 
 
（１株当たり情報） 
 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額  

  

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 

  

 508円92銭

  

 23円60銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、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 

中間連結損益計算書上の中

間純利益 

412百万円

普通株式に係る中間純利益

 412百万円

普通株主に帰属しない金額

の主要な内訳 

 －百万円

普通株式の期中平均株式数

 17,493,925株

543円22銭

  

15円51銭

  

同左 

  

 

１株当たり中間純利益の算定

上の基礎 

中間連結損益計算書上の中

間純利益 

271百万円

普通株式に係る中間純利益

271百万円

普通株主に帰属しない金額

の主要な内訳 

－百万円

普通株式の期中平均株式数

17,487,926株

 529円62銭

  

 40円29銭

  

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株

式がないため記載しておりま

せん。 

１株当たり当期純利益の算定

上の基礎 

 連結損益計算書上の当期純

利益 

 731百万円

普通株式に係る当期純利益

704百万円

普通株主に帰属しない金額

の主要な内訳 

利益処分による役員賞与金

 27百万円

普通株式の期中平均株式数

 17,492,018株
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平成18年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成17年11月４日 

上 場 会 社 名  アルインコ株式会社              上場取引所      大証 市場第２部 

コ ー ド 番 号  ５９３３                   本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.alinco.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長        氏名 井上 雄策 

問合せ先責任者   役職名 常務取締役管理本部長     氏名 大原  稔  ＴＥＬ (06)4797－2121 

決算取締役会開催日 平成17年11月４日 中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始日     －            単元株制度採用の有無  有（１単元1,000株） 

 

１ 17年９月中間期の業績(平成17年３月21日～平成17年９月20日) 

(1)経営成績                              （単位：百万円、百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％

14,102         6.4  

13,247         5.8  

百万円   ％

785        38.4  

567        19.6  

百万円   ％

841        45.6  

577        37.0  

17年３月期 27,680         4.9  1,463        26.3  1,444        36.8  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％

323     △ 18.9  

398       102.2  

円   銭

18      47  

22      78  

17年３月期 752        26.1  41      45   

(注)①期中平均株式数 17年９月中間期 17,487,926株 16年９月中間期 17,493,925株 17年３月期 17,492,018株 

②会計処理の方法の変更   有 

③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) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

円  銭 

0     00   

0     00   

円  銭

――――― 

――――― 

17年３月期 ――――― 7    00  

 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 

24,381       

23,979       

百万円

9,619      

8,941      

％ 

39.5   

37.3   

円   銭

550      08  

511      16  

17年３月期 24,385       9,381      38.5   534      90  

(注)①期末発行済株式数 17年９月中間期 17,487,392株 16年９月中間期 17,492,992株 17年３月期 17,488,592株 

②期末自己株式数  17年９月中間期     21,934株 16年９月中間期    16,334株 17年３月期     20,734株 

 

２ 18年３月期の業績予想(平成17年３月21日～平成18年３月20日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

28,590       

百万円

1,700      

百万円

1,070      

円  銭 

10   00   

円  銭

10   00  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  59円24銭 

 

 

 

※ 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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。 
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添付資料                                            アルインコ株式会社 

 

中間貸借対照表 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表     

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
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  2,365 2,209  2,257 

 ２ 受取手形 ※6 2,469 3,324  4,072 

 ３ 売掛金  5,019 4,925  4,302 

 ４ たな卸資産  3,282 3,787  3,299 

 ５ 繰延税金資産  418 330  433 

 ６ その他  180 181  582 

 ７ 貸倒引当金  △ 308 △ 197  △ 187 

流動資産合計   13,426 56.0 14,560 59.7  14,760 60.5

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1    

(1) レンタル資産  2,790 2,699  2,545 

(2) 建物 ※2 924 927  924 

(3) 機械及び装置  174 178  162 

(4) 土地  ※2 1,914 1,770  1,914 

(5) その他  403 480  404 

(6) 減損損失累計額  － △ 75  － 

有形固定資産合計  6,207 5,980  5,951 

 ２ 無形固定資産  43 16  11 

 ３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※2 919 1,190  1,079 

(2) 長期貸付金  1,550 483  554 

(3) 更生債権等  176 117  177 

(4) 繰延税金資産  489 306  308 

(5) その他  2,266 2,495  2,376 

(6) 貸倒引当金  △ 1,101 △ 768  △ 832 

投資その他の資産合計  4,302 3,825  3,662 

固定資産合計   10,553 44.0 9,821 40.3  9,625 39.5

資産合計    23,979 100.0 24,381 100.0  24,385 100.0
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 
  

 
  

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
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 ※6 3,147  3,325  3,834  

 ２ 買掛金  1,586  1,834  1,385  

 ３ 短期借入金 ※2 5,519  4,026  4,442  

 ４ 未払法人税等  21  44  44  

 ５ 賞与引当金  320  370  350  

 ６ その他 ※5 550  513  589  

流動負債合計   11,145 46.5 10,114 41.5  10,646 43.6

Ⅱ 固定負債       

 １ 長期借入金 ※2 3,045  3,856  3,585  

 ２ 退職給付引当金  82  99  96  

 ３ 役員退職慰労引当金  228  264  243  

 ４ その他  537  427  431 

固定負債合計   3,892 16.2 4,648 19.0  4,357 17.9

負債合計   15,038 62.7 14,762 60.5  15,004 61.5

【資本の部】       

Ⅰ 資本金   4,863 20.3 4,863 19.9  4,863 19.9

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金  2,499 2,499  2,499 

 ２ その他資本剰余金  100 100  100 

資本剰余金合計   2,599 10.8 2,599 10.7  2,599 10.7

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 任意積立金  601 1,201  601 

 ２ 中間(当期)未処分利益  744 672  1,098 

利益剰余金合計   1,346 5.6 1,873 7.7  1,700 7.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金   135 0.6 288 1.2  223 0.9

Ⅴ 自己株式   △ 3 △ 0.0 △ 6 △ 0.0  △ 5 △ 0.0

資本合計   8,941 37.3 9,619 39.5  9,381 38.5

負債・資本合計   23,979 100.0 24,381 100.0  24,385 100.0
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アルインコ株式会社 

 

中間損益計算書 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成16年３月21日 (自 平成17年３月21日 (自 平成16年３月21日 

  

 
  

至 平成16年９月20日) 至 平成17年９月20日) 至 平成17年３月20日)

区分 
注記 

記号 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 

Ⅰ 売上高  13,247 100.0 14,102 100.0  27,680 100.0

Ⅱ 売上原価 ※4  9,262 69.9 9,847 69.8  19,472 70.3

売上総利益   3,985 30.1 4,255 30.2  8,207 29.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  3,417 25.8 3,470 24.6  6,744 24.4

営業利益   567 4.3 785 5.6  1,463 5.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  175 1.3 185 1.3  306 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  165 1.2 129 0.9  324 1.2

経常利益   577 4.4 841 6.0  1,444 5.2

Ⅵ 特別利益   0 0.0 0 0.0  2 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3,5  49 0.4 435 3.1  436 1.6

税引前中間(当期)純利益   528 4.0 405 2.9  1,010 3.6

法人税、住民税及び事業税  21 21  44 

法人税等調整額  108 129 1.0 61 82 0.6 214 258 0.9

中間(当期)純利益   398 3.0 323 2.3  752 2.7

前期繰越利益   346 348   346

中間(当期)未処分利益   744 672   1,098
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日 （自 平成17年３月21日 （自 平成16年３月21日 項目 
  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デリバティブ 

 

(3) たな卸資産 

 

 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

時価法 

 

製品・商品・原材料・仕掛品 

 …………総平均法による原価法

 

 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

子会社株式及び関連会社株式 

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） 

時価のないもの 

同左 

 

同左 

 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

  

 

 

 

定率法によっております｡ 

なお、耐用年数は次のとおり

であります。 

レンタル資産………… 5年 

建物…………………… 2～47年

機械及び装置………… 2～15年

その他の 

有形固定資産………… 2～40年

 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基

づく定額法であります。 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  項目 
  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

３ 引当金の計上基準 
 
 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率法により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権に

ついては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備える

ため、期間業績に応じた支給見

込額を計上しております。 

(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、当中間会計期間末に

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

（ 475百万円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により、翌事

業年度から費用処理することと

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出に備

えるため｢役員退職慰労金規程｣

（内規）による中間期末要支給

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(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

に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

（ 475百万円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により、翌事

業年度から費用処理することと

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出に備

えるため｢役員退職慰労金規程｣

（内規）による期末要支給額を

計上しております。 

４ 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。 

同左 同左 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  項目 
  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

５ ヘッジ会計の方法 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお､振当

処理の要件を満たしている為

替予約等については振当処理

に、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについて

は特例処理によっておりま

す。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 

通貨スワップ 

取引 

通貨オプション 

取引 

商品及び原材

料の輸入によ

る外貨建金銭

債務及び予定

取引 

金利スワップ 

取引 

長期借入金の

利息 

③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する

社内規程に基づき、為替変動

リスク及び金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしてお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動、キ

ャッシュ・フローとヘッジ手

段の間に高い相関関係がある

ことを確認し、有効性の評価

としております。ただし、一

部の金利スワップ取引におい

ては、契約の内容等によりヘ

ッジに高い有効性が明らかに

認められる場合については有

効性の判定を省略しておりま

す。 

また為替予約においては､

取引すべてが将来の購入予定

に基づくものであり、実行の

可能性が極めて高いため有効

性の判定は省略しておりま

す。 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

 

 

 

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

 

  

  

  

 ③ ヘッジ方針  

同左 

  

  

  

 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① ヘッジ会計の方法  

同左 

  

  

  

 

 

 

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

 

  

  

  

  

 ③ ヘッジ方針  

同左 

  

  

 

 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他中間財務諸

表（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について 

消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の会計処理について 

同左 

  

 

消費税等の会計処理について 

同左 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「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。 

これにより税引前中間純利益が366百

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

正後の中間財務諸表規則に基づき減損損

失累計額の科目をもって表示しておりま

す。 
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注記事項 
 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成16年９月20日） （平成17年９月20日） （平成17年３月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,844百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,812百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,700百万円

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。 

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物         681百万円 

土地        1,870百万円 

投資有価証券      126百万円 

計         2,678百万円 

  （担保付債務）      （金額） 

短期借入金          2,393百万円 

長期借入金          2,490百万円 

計                  4,884百万円 

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物         635百万円

土地        1,579百万円 

計         2,214百万円

 

  （担保付債務）      （金額）

短期借入金          1,105百万円

長期借入金          2,777百万円 

計                  3,882百万円

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。

  （担保資産の種類）     （金額） 

建物         658百万円

土地        1,870百万円 

計         2,528百万円

 

  （担保付債務）     （金額） 

短期借入金     1,471百万円

長期借入金     3,072百万円 

計         4,543百万円

 ３ 偶発債務 

     借入金・買入債務等に対する債務保

証 

（被保証会社）       （金額） 

アルインコ富山㈱    30百万円 

ＳＲＧタカミヤ㈱    0百万円 

計           30百万円 

 

買入債務に対する買取保証 

（被保証会社）       （金額） 

昭和仮設リース㈱    10百万円 

 ３   ３ 偶発債務 

     借入金等に対する債務保証 

（被保証会社）       （金額） 

アルインコ富山㈱    27百万円

 

 

４ 受取手形割引高 

   832百万円 

４  ４  

※５ 消費税等の取扱い 

   仮受消費税等は、仮払消費税等と相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５ 

※６ 中間会計期間末日満期手形の処理

方法 

当中間会計期間末日は休日であり

ますが、期末日満期手形については満

期日に決済が行われたものとして処

理しております。 

当中間会計期間末残高から除かれ

ている期末日満期手形は次のとおり

であります。 

受取手形         9百万円 

支払手形              210百万円 

   割引手形               47百万円 

※６  

 

※６ 期末日満期手形の処理方法 

 

当期末日は休日でありますが、期末

日満期手形については満期日に決済

が行われたものとして処理しており

ます。 

当期末残高から除かれている期末

日満期手形は次のとおりであります。

受取手形        55百万円

支払手形              224百万円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       16百万円 

    受取地代・家賃    51百万円 

    仕入割引       44百万円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       11百万円

    受取地代・家賃    53百万円

    仕入割引       45百万円

    作業屑等売却益    41百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       18百万円

    受取地代・家賃   102百万円

    仕入割引       92百万円

    作業屑等売却益    31百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息      111百万円 

    支払地代・家賃    33百万円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息       85百万円

    支払地代・家賃    33百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息      207百万円

    スワップ取引等運用損 19百万円

    手形売却損       3百万円

    支払地代・家賃       67百万円

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    退職給付会 

計基準変更      47百万円 

時差異償却 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    減損損失      366百万円

    退職給付会 

計基準変更      47百万円

時差異償却 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    貸倒引当金繰入額   27百万円

     アルインコ富山㈱（連結子会

社）への債権に対するものであり

ます。 

    債権放棄損     246百万円

    電話加入権評価損   30百万円

    退職給付会 

計基準変更      95百万円

時差異償却 

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    557百万円 

    無形固定資産     1百万円 

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    561百万円

    無形固定資産     2百万円

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    1,192百万円

    無形固定資産       4百万円
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成16年３月21日  （自 平成17年３月21日  （自 平成16年３月21日  

  至 平成16年９月20日）   至 平成17年９月20日）   至 平成17年３月20日） 

※５ ※５ 減損損失 

当社は内部管理上採用している事

業区分を基準として資産のグループ

化を行っており、当中間会計期間にお

いて以下の資産グループについて減

損処理をしました。 

電子機器関連事業における無線機

等事業部門は、アマチュア無線市場の

縮小に替わる市場の急成長が見込め

ないため、同部門に係る資産グループ

の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（75百万円）

として特別損失に計上しました。 

また、賃貸土地については地価の下

落、遊休土地については事業の用に供

する具体的な計画が存在しないため

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（290百万円）

として特別損失に計上しました。 

これら減損損失の内訳は、工具・器

具・備品75百万円、土地290百万円で

あります。 

なお、これらの資産グループの回収

可能価額は、遊休土地については正味

売却価額を使用し不動産鑑定評価額

に基づいて評価しております。無線機

等製造設備と賃貸土地については使

用価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを6.3％で割り引いて

算定しております。 

用途 種類 場所 

無線機 

等の製 

造設備 

工具・ 

器具・ 

備品 

電子機器関連

事業の各製造

委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市

遊休資産 土地 栃木県那須郡

遊休資産 土地 新潟県燕市 

※５ 
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（リース取引関係） 
  半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示をするため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成16年９月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間末（平成17年９月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

 前事業年度末（平成17年３月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

  中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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