
 
平成１８年１１月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年7月10日

上場会社名 株式会社キユーソー流通システム 上場取引所 東

コード番号 9369 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.krs.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　平田　章

問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　村田　憲一 ＴＥＬ　　（042）441－0711

決算取締役会開催日 平成18年7月10日 配当支払開始日 平成18年8月7日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年5月中間期の業績（平成17年12月1日～平成18年5月31日）

(1)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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月中間期 46,240 1.6 821 △21.4 839 △19.7
17年5月中間期 45,532 5.1 1,044 △12.4 1,046 △7.5

17年11月期 92,125 2,206 2,263

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年5月中間期 368 △29.2 29 11
17年5月中間期 520 1.8 41 41

17年11月期 1,115 86 59

（注）①期中平均株式数 18年5月中間期 12,667,425株 17年5月中間期 12,568,695株 17年11月期 12,594,636株

②会計処理の方法の変更 無
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であります。

(2)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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年5月中間期 40,719 21,367 52.5 1,686 41
17年5月中間期 38,895 20,426 52.5 1,622 06

17年11月期 40,155 21,097 52.5 1,664 86

（注）①期末発行済株式数 18年5月中間期 12,677,900株 17年5月中間期 12,677,900株 17年11月期  12,677,900株

②期末自己株式数 18年5月中間期 7,798株 17年5月中間期 84,918株 17年11月期 20,728株

２．平成18年11月期の業績予想（平成17年12月1日～平成18年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 95,000 2,400 1,265

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　98円02銭

 

３．配当状況                                          

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年11月期 8.00 8.00 16.00

18年11月期（実績） 8.00 －  

18年11月期（予想） － 8.00 16.00

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。

－ 38 －



５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
(平成17年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30日現在)

区分
注記番
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  1,528   1,281   1,557   

２．受取手形 ＊４ 84   79   72   

３．営業未収入金 ＊４ 8,392   8,587   8,549   

４．売掛金  2,303   2,473   2,293   

５．たな卸資産  19   22   18   

６．繰延税金資産  58   53   53   

７．関係会社短期貸付金 ＊６ 2,593   3,380   3,411   

８．その他の流動資産  606   612   539   

９．貸倒引当金  △15   △4   △15   

流動資産合計   15,570 40.0  16,486 40.5  16,480 41.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

(1)建物 ＊２ 6,238   6,709   5,989   

(2)機械及び装置  730   850   674   

(3)土地 ＊２ 9,821   9,821   9,821   

(4)建設仮勘定  463   126   926   

(5)その他の有形固定
資産

 316   301   292   

有形固定資産合計   17,569 45.2  17,809 43.7  17,702 44.1

２．無形固定資産   234 0.6  435 1.1  277 0.7

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,101   1,242   1,226   

(2)関係会社株式  1,135   1,135   1,135   

(3)繰延税金資産  262   63   188   

(4)敷金保証金  2,092   2,210   2,178   

(5)その他の投資その
他の資産

 969   1,378   1,006   

(6)貸倒引当金  △41   △42   △41   

投資その他の資産
合計

  5,520 14.2  5,988 14.7  5,694 14.2

固定資産合計   23,324 60.0  24,233 59.5  23,675 59.0

資産合計   38,895 100.0  40,719 100.0  40,155 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30日現在)

区分
注記番
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  242   219   226   

２．営業未払金  1,243   1,314   1,415   

３．未払運賃  8,062   8,127   8,069   

４．買掛金  1,464   1,617   1,377   

５．短期借入金  800   1,350   2,000   

６．関係会社短期借入金  863   477   369   

７．一年以内返済予定の
長期借入金

＊２ 813   1,213   813   

８．未払金  563   635   568   

９．未払費用  323   325   303   

10．未払法人税等  324   208   269   

11．その他の流動負債  52   55   46   

流動負債合計   14,753 37.9  15,543 38.2  15,459 38.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ＊２ 2,641   2,727   2,434   

２．退職給付引当金  351   358   405   

３．役員退任慰労引当金  336   353   387   

４．預り保証金  385   369   371   

固定負債合計   3,714 9.6  3,808 9.3  3,598 9.0

負債合計   18,468 47.5  19,352 47.5  19,058 47.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,063 10.4  － －  4,063 10.1

Ⅱ　資本剰余金           

(1)資本準備金  4,209   －   4,209   

資本剰余金合計   4,209 10.8  － －  4,209 10.5

Ⅲ　利益剰余金           

(1)利益準備金  187   －   187   

(2)任意積立金  11,015   －   11,015   

(3)中間（当期）未処分
利益

 890   －   1,384   

利益剰余金合計   12,093 31.1  － －  12,587 31.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  176 0.5  － －  265 0.7

Ⅴ　自己株式   △116 △0.3  － －  △28 △0.1

資本合計   20,426 52.5  － －  21,097 52.5

負債・資本合計   38,895 100.0  － －  40,155 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30日現在)

区分
注記番
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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 4,063 10.0  － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 4,209 －  

資本剰余金合計  － － 4,209 10.3  － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 187 －  

(2）その他利益剰余
金

     

特別償却準備金  － 13 －  

別途積立金  － 11,887 －  

繰越利益剰余金  － 742 －  

利益剰余金合計  － － 12,830 31.5  － －

４．自己株式  － － △10 △0.0  － －

株主資本合計  － － 21,092 51.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 274 0.7  － －

評価・換算差額等合
計

 － － 274 0.7  － －

純資産合計  － － 21,367 52.5  － －

負債純資産合計  － － 40,719 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記番
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　営業収益   45,532 100.0  46,240 100.0  92,125 100.0

Ⅱ　営業原価   43,672 95.9  44,576 96.4  88,303 95.9

営業総利益   1,859 4.1  1,663 3.6  3,821 4.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   815 1.8  842 1.8  1,614 1.7

営業利益   1,044 2.3  821 1.8  2,206 2.4

Ⅳ　営業外収益 ＊１  70 0.2  80 0.1  194 0.2

Ⅴ　営業外費用 ＊２  69 0.2  62 0.1  138 0.1

経常利益   1,046 2.3  839 1.8  2,263 2.5

Ⅵ　特別利益 ＊３  73 0.1  22 0.1  123 0.1

Ⅶ　特別損失 ＊４  187 0.4  183 0.4  426 0.5

税引前中間(当期)
純利益

  931 2.0  678 1.5  1,961 2.1

法人税、住民税及
び事業税

 306   191   722   

法人税等調整額  104 410 0.9 118 309 0.7 122 845 0.9

中間（当期）純利
益

  520 1.1  368 0.8  1,115 1.2

前期繰越利益   370   －   370  

中間配当額   －   －   100  

自己株式処分差損   0   －   1  

中間(当期)未処分
利益

  890   －   1,384  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成17年11月30日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 28 10,987 1,384 12,587 △28 20,831

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － － － － △101 △101 － △101

中間純利益（百万円） － － － － － 368 368 － 368

特別償却準備金取崩（百万

円）
－ － － △17 － 17 － － －

特別償却準備金積立（百万

円）
－ － － 2 － △2 － － －

別途積立金積立（百万円） － － － － 900 △900 － － －

自己株式の取得（百万円） － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分（百万円） － － － － － △0 △0 17 17

その他（百万円） － － － － － △24 △24 － △24

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － △15 900 △642 242 17 260

平成18年５月31日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 13 11,887 742 12,830 △10 21,092

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年11月30日　残高

（百万円）
265 265 21,097

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － △101

中間純利益（百万円） － － 368

特別償却準備金取崩（百万

円）
－ － －

特別償却準備金積立（百万

円）
－ － －

別途積立金積立（百万円）

円）
－ － －

自己株式の取得（百万円） － － △0

自己株式の処分（百万円） － － 17

その他（百万円） － － △24

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

9 9 9

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
9 9 269

平成18年５月31日　残高

（百万円）
274 274 21,367

－ 43 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

…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

…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して

おります。）によってお

ります。

その他有価証券

時価のあるもの

…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

均法により算定しており

ます。）によっておりま

す。

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

（評価基準）

商品は原価基準によっており

ます。

（２）たな卸資産

（評価基準）

同左

（２）たな卸資産

（評価基準）

同左

（評価方法）

商品は移動平均法によってお

ります。

（評価方法）

同左

（評価方法）

同左

２．固定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。

２．固定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。

２．固定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　　　　　　２～50年 建物　　　　　　３～50年 建物　　　　　　２～50年

機械及び装置　　２～15年 機械及び装置　　２～15年 機械及び装置　　２～15年

その他　　　　　２～50年 その他　　　　　２～50年 その他　　　　　２～50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

く定額法を採用しております。

（２）無形固定資産

　　　　同左

（２）無形固定資産

同左

（３）長期前払費用

定額法によっております。

（３）長期前払費用

同左

（３）長期前払費用

同左

－ 44 －



前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30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検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

同左

（２）　　────── （２）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、中

間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し

ております。 

（２）　　──────

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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

（3,157百万円）については、

５年による均等額を費用処理し

ております。また、過去勤務債

務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以

内の一定の年数（10～13年）に

よる定額法により按分した額を

費用処理しております。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

勤務期間以内の一定の年数（10

～13年）による定額法により按

分した額を、発生の翌事業年度

から費用処理しております。

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、過去勤務債務は各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（10～13年）による定額法に

より按分した額を費用処理して

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以内の

一定の年数（10～13年）による

定額法により按分した額を、発

生の翌事業年度から費用処理し

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、当事業年度末において発

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

（3,157百万円)については、５

年による均等額を費用処理して

おります。また、過去勤務債務

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以内

の一定の年数（10～13年）によ

る定額法により按分した額を費

用処理しております。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

務期間以内の一定の年数（10～

13年）による定額法により按分

した額を発生の翌事業年度から

費用処理しております。

（４）役員退任慰労引当金

将来の役員退任慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

（４）役員退任慰労引当金

同左

（４）役員退任慰労引当金

将来の役員退任慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。
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前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．その他中間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。

５．その他中間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

５．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
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１．　　　────── １．固定資産の減損に係る会計基準

当中間会計期間より、「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））および「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。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、資産のグルーピングの方法は

主としてキャッシュ・フローを生み

出す事業部を基礎とし、相互補完性

に基づいた一定の地域等をグルーピ

ングの単位としております。

１．　　　──────

２．　　　────── ２．役員賞与に関する会計基準

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

２．　　　──────

３．　　　────── ３．貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は21,367百万円であります。

３．　　　──────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１．法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書の表示方法

 「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

以後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ともない、

当中間会計期間から「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）にしたがい、

法人事業税の付加価値割および資本割

については、販売費及び一般管理費に

計上しております。

その結果、販売費及び一般管理費が19

百万円増加し、営業利益、経常利益お

よび税引前中間純利益が同額減少して

おります。

１．　　　──────　　　　　　 １．法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書の表示方法

 「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

以後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ともない、

当事業年度から「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）にしたがい、法

人事業税の付加価値割および資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計

上しております。

その結果、販売費及び一般管理費が39

百万円増加し、営業利益、経常利益お

よび税引前当期純利益が同額減少して

おります。

－ 48 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年５月31日）
当中間会計期間末

（平成18年５月31日）
前事業年度末

（平成17年11月30日）

＊１．有形固定資産の減価償

却累計額

11,418百万円      11,713百万円       11,549百万円

＊２．担保資産 担保に供されている資産とこれに対

応する債務

担保に供されている資産とこれに対

応する債務

担保に供されている資産とこれに対

応する債務

 (イ）担保に供されている資産 (イ）担保に供されている資産 (イ）担保に供されている資産

 種類 金額(百万円)

建物 1,217

土地 2,021

計 3,239

種類 金額(百万円)

建物 1,086

土地    2,021

計 3,107

種類 金額(百万円)

建物      1,171

土地      2,021

計 3,192

 (ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務

 種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

370

長期借入金 1,759

計 2,129

種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

610

長期借入金      2,474

計 3,084

種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

 450

長期借入金      1,809

計 2,259

　３．偶発債務 下記の会社の金融機関借入金につい

て保証を行っております。

下記の会社の金融機関借入金につい

て保証を行っております。

下記の会社の金融機関借入金につい

て保証を行っております。

 保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ  90

保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ  55

保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ  72

＊４．売上債権の流動化 当中間会計期間末の金額は次のとお

りであります。

当中間会計期間末の金額は次のとお

りであります。

当事業年度末の金額は次のとおりで

あります。

 営業未収入金

譲渡額
650百万円

受取手形

譲渡額
110百万円

営業未収入金

譲渡額
   650百万円

受取手形

譲渡額
   50百万円

営業未収入金

譲渡額
   700百万円

受取手形　　　

譲渡額
   110百万円

　５．貸出コミットメント契

約（借手側）

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当中間会計期間の借入未実行残高

は、5,000百万円であります。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当中間会計期間の借入未実行残高

は、6,000百万円であります。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当事業年度の借入未実行残高は、

5,000百万円であります。 

＊６．貸出コミットメント契

約（貸手側）

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
6,600百万円

貸出実行残高  2,593百万円

差引額

 

 4,006百万円

 

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
7,600百万円

貸出実行残高  3,580百万円

差引額 4,019百万円

 

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
6,600百万円

貸出実行残高  3,411百万円

差引額

 

3,188百万円
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（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

＊１．営業外収益の主要項目    

受取利息及び配当金 16百万円   20百万円  85百万円

受取賃貸料 47百万円   45百万円   94百万円

養老保険解約差益 － 　　7百万円 － 

＊２．営業外費用の主要項目    

支払利息 32百万円   29百万円   64百万円

貸与設備諸費用 29百万円   26百万円   59百万円

＊３．特別利益の主要項目    

投資有価証券売却益 71百万円   11百万円  101百万円

ゴルフ会員権償還益 － － 21百万円

貸倒引当金戻入額 1百万円  10百万円  1百万円

＊４．特別損失の主要項目    

固定資産売却損 2百万円  1百万円   3百万円

固定資産除却損 1百万円  167百万円  54百万円

ゴルフ会員権評価損 0百万円  0百万円 0百万円

リース中途解約違約金 － 　13百万円 － 

退職給付会計基準変更時

差異
183百万円    －    366百万円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産 339百万円    343百万円    680百万円

無形固定資産 42百万円   46百万円   88百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５月31日）

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

　増加株式数（株）

当中間会計期間

　減少株式数（株）

当中間会計期間末株　

　　　　　　　　式数

（株）

 　　普通株式（注）１，２ 20,728 170 13,100 7,798

 合計 20,728 170 13,100 7,798

　（注）１．普通株式の自己株式の増加170株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の減少13,100株は、ストックオプション制度権利行使による減少であります。
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

　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中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

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）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

その他 7,122 3,078 4,043

合計 7,122 3,078 4,043

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

その他 6,818 3,222 3,596

合計 6,818 3,222 3,596

 
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）

その他 6,684 3,022 3,662

合計 6,684 3,022 3,662

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1,283百万円

１年超 2,695百万円

合計 3,979百万円

１年内 1,388百万円

１年超     2,134百万円

合計      3,522百万円

１年内      1,245百万円

１年超      2,353百万円

合計      3,598百万円

 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

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 759百万円

減価償却費相当

額
719百万円

支払利息相当額 38百万円

支払リース料    713百万円

減価償却費相当

額
   663百万円

支払利息相当額   35百万円

支払リース料  1,542百万円

減価償却費相当

額
 1,460百万円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 1,622.06円   1,686.41円        1,664.86円

１株当たり中間（当期）純利

益
41.41円 29.11円       86.59円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

41.06円 －      86.03円

  なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

前事業年度
(自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 520 368 1,115

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 24

（うち利益処分による役員賞与金） － － (24)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
520 368 1,090

期中平均株式数（株） 12,568,695 12,667,425 12,594,636

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 108,687 － 82,713

（うち自己株式方式のストックオプ

ション）
(108,687) － (82,713)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

────── ────── ──────

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。
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６．事業別営業収益
 （単位：百万円）

部門

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

倉庫事業収益 4,847 10.6 5,140 11.1 9,927 10.8

冷蔵庫事業収益 5,267 11.6 5,541 12.0 10,849 11.8

一般配送事業収益 9,682 21.3 9,363 20.2 19,156 20.8

冷凍配送事業収益 12,036 26.4 12,042 26.0 24,139 26.2

ティス・スルー事業収益 10,282 22.6 10,242 22.2 20,989 22.8

関連事業収益 3,416 7.5 3,909 8.5 7,063 7.6

合計 45,532 100.0 46,240 100.0 92,125 100.0
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