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１．18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 （百万円未満は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 22,599 △2.7 175 △20.5 321 △19.9

17年５月中間期 23,225 △2.5 220 24.9 401 33.8

17年11月期 47,214 △1.8 370 △19.6 716 13.1

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 44 △79.4 1.85

17年５月中間期 217 11.9 8.97

17年11月期 330 9.1 12.98

（注）①期中平均株式数 18年５月中間期 24,183,543株 17年５月中間期 24,198,948株 17年11月期 24,195,199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

(2）財政状態  

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 27,280 9,036 33.1 373.75

17年５月中間期 26,110 8,891 34.1 367.49

17年11月期 27,271 9,083 33.3 374.90

（注）①期末発行済株式数 18年５月中間期 24,179,139株 17年５月中間期 24,195,932株 17年11月期 24,186,717株

②期末自己株式数 18年５月中間期    113,978株 17年５月中間期 97,185株 17年11月期    106,400株

２．18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 46,261 528 101

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　4円20銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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 3.00 3.00 6.00

18年11月期（実績） 3.00 －  

18年11月期（予想） － 3.00 6.00
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１０．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)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30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 1,114,700 1,303,376 1,113,340

２．受取手形 4,427,396 3,793,537 4,110,614

３．売掛金 10,452,990 10,255,656 11,205,890

４．たな卸資産 2,009,430 2,298,385 1,998,178

５．繰延税金資産 36,892 17,635 24,958

６．短期貸付金 － 1,757,646 552,934

７．その他 ※３ 514,582 416,576 553,685

８．貸倒引当金 △62,000 △21,000 △34,000

流動資産合計 18,493,993 70.8 19,821,815 72.7 19,525,603 71.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物 880,482 831,685 866,446

(2) 土地 2,031,701 1,828,678 2,031,701

(3) その他 48,161 74,475 48,918

有形固定資産合計 2,960,345 11.4 2,734,840 10.0 2,947,065 10.8

２．無形固定資産

(1) ソフトウェア 505,959 297,363 406,685

(2) その他 96,637 174,606 128,603

無形固定資産合計 602,597 2.3 471,969 1.7 535,288 2.0

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 3,504,179 3,767,593 3,764,043

(2) 繰延税金資産 39,407 114,701 30,481

(3) その他 617,483 719,354 751,229

(4) 貸倒引当金 △108,000 △350,000 △282,000

投資その他の資産合計 4,053,070 15.5 4,251,649 15.6 4,263,754 15.6

固定資産合計 7,616,013 29.2 7,458,459 27.3 7,746,108 28.4

資産合計 26,110,006 100.0 27,280,275 100.0 27,271,712 100.0
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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)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30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．支払手形 4,858,617 4,141,125 4,374,754

２．買掛金 8,695,892 8,809,155 9,738,023

３．短期借入金 1,600,000 3,700,000 2,000,000

４．未払法人税等 165,018 64,390 201,764

５．返品調整引当金 10,900 9,000 10,000

６．その他 1,413,511 1,111,149 1,421,527

流動負債合計 16,743,940 64.1 17,834,820 65.4 17,746,070 65.1

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 244,223 232,640 272,404

２. その他 230,052 175,954 169,708

固定負債合計 474,276 1.8 408,595 1.5 442,112 1.6

負債合計 17,218,217 65.9 18,243,416 66.9 18,188,183 66.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,572,382 9.9 － － 2,572,382 9.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,086,478 － 2,086,478

２．その他資本剰余金

自己株式処分差益 1,743 － 1,743

資本剰余金合計 2,088,222 8.0 － － 2,088,222 7.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 416,888 － 416,888

２．任意積立金 2,975,352 － 2,975,352

３．中間（当期）未処分利
益

566,381 － 606,898

利益剰余金合計 3,958,623 15.2 － － 3,999,139 14.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

294,958 1.1 － － 449,506 1.6

Ⅴ　自己株式 △22,396 △0.1 － － △25,721 △0.1

資本合計 8,891,789 34.1 － － 9,083,529 33.3

負債及び資本合計 26,110,006 100.0 － － 27,271,712 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年11月30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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 2,572,382 9.4 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 2,086,478 －

(2）その他資本剰余金  － 1,743 －

資本剰余金合計  － － 2,088,222 7.7 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 416,888 －

(2）その他利益剰余金  

退職給与積立金  － 293,686 －

配当積立金  － 70,000 －

固定資産圧縮積立金  － 281,749 －

別途積立金  － 2,309,000 －

繰越利益剰余金  － 583,883 －

利益剰余金合計  － － 3,955,208 14.5 － －

４　自己株式  － － △28,695 △0.1 － －

株主資本合計  － － 8,587,116 31.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価差
額金

 － － 450,003 1.6 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △261  △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 449,741 1.6 － －

純資産合計  － － 9,036,858 33.1 － －

負債及び純資産合計  － － 27,280,275 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 23,225,233 100.0 22,599,972 100.0 47,214,947 100.0

Ⅱ　売上原価 21,171,218 91.2 20,645,492 91.4 43,115,738 91.3

売上総利益 2,054,015 8.8 1,954,479 8.6 4,099,208 8.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,833,065 7.9 1,778,802 7.9 3,728,867 7.9

営業利益 220,949 1.0 175,677 0.8 370,341 0.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 202,785 0.9 200,159 0.9 408,116 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２ 22,473 0.1 54,342 0.2 61,764 0.1

経常利益 401,261 1.7 321,493 1.4 716,693 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 3,706 0.0 － － 13,707 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,7 5,779 0.0 273,270 1.2 138,791 0.3

税引前中間（当
期）純利益

399,188 1.7 48,223 0.2 591,609 1.3

法人税、住民税及
び事業税

173,700 80,650 335,188

法人税等調整額 8,425 182,125 0.8 △77,054 3,595 0.0 △73,745 261,442 0.6

中間（当期）純利
益

217,062 0.9 44,628 0.2 330,166 0.7

前期繰越利益 344,292 － 344,292

退職給与積立金取
崩額

5,026 － 5,026

中間配当額 － － 72,587

中間（当期）未処
分利益

566,381 － 606,898
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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
その他資
本剰余金

利益準備
金

その他利益剰余金

退職給与
積立金

配当積立
金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年11月30日

残高(千円)
2,572,382 2,086,478 1,743 416,888 298,015 70,000 298,337 2,309,000 606,898 △25,721 8,634,023

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

(千円)(注)
        △72,560  △72,560

退職給与積立金の

取崩し(千円)
    △4,329    4,329  －

固定資産圧縮積立

金の取崩し

(千円)(注)

      △16,588  16,588  －

中間純利益(千円)         44,628  44,628

自己株式の取得

(千円)
         △2,974 △2,974

役員賞与の支給

(千円)(注)
        △16,000  △16,000

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
－ － － － △4,329 － △16,588 － △23,014 △2,974 △46,906

平成18年5月31日

残高(千円)
2,572,382 2,086,478 1,743 416,888 293,686 70,000 281,749 2,309,000 583,883 △28,695 8,587,116

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成17年11月30日

残高(千円)
449,506 － 449,506 9,083,529

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

(千円)(注)
  － △72,560

退職給与積立金の

取崩し(千円)
  － －

固定資産圧縮積立

金の取崩し

(千円)(注)

  － －

中間純利益(千円)   － 44,628

自己株式の取得

(千円)
  － △2,974

役員賞与の支給

(千円)(注)
  － △16,000

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)(千円)

496 △261 235 235

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
496 △261 235 △46,670

平成18年5月31日

残高(千円)
450,003 △261 449,741 9,036,858

 （注）剰余金の配当△72,560千円、固定資産圧縮積立金の取崩し11,202千円、役員賞与の支給△16,000千円は前期の定時

株主総会における利益処分による増減であります。
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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

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

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

同　　　左

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

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）

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

……移動平均法による原価法

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

(2) デリバティブ

同　　　左

(2) デリバティブ

同　　　左

(3) たな卸資産

商品

……移動平均法による原価法

(3) たな卸資産

商品

同　　　左

(3) たな卸資産

商品

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

　ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　15～65年

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

同　　　左

２．固定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

　営業権については、５年間で毎期

均等額を償却しております。

　なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産

同　　　左

(2) 無形固定資産

同　　　左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

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) 返品調整引当金

　将来の返品による損失に備えるた

め、返品による損失見込額を計上し

ております。

(2) 返品調整引当金

同　　　左

(2) 返品調整引当金

同　　　左

－ 38 －



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) 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。

数理計算上の差異は、その発生時

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年)による定額

法により按分した額をそれぞれの発

生の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(3) 退職給付引当金

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。

数理計算上の差異は、その発生時

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年)による定額

法により按分した額をそれぞれの発

生の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

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．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、振当処理の要件を満

たしている為替予約取引について

は、振当処理を採用しております。

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　　　左

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）為替予約取引

（ヘッジ対象）外貨建金銭債権

債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同　　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同　　　左

③　ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務に係る将来

の為替レートの変動リスクを回避

することを目的とし、通常の取引

の範囲内において個別為替予約取

引を実施しております。

③　ヘッジ方針

同　　　左

③　ヘッジ方針

同　　　左

④　ヘッジ有効性評価の方法

「金融商品会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会）の規

定に基づき、有効性の評価を行っ

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

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作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

６．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

消費税等の処理方法

同　　　左

６．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の処理方法

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）

──────  （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))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は

218,265千円減少しております。

　なお、減損損失累計額について

は改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。

──────

──────  （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」(企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準

第５号）及び「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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計

基準適用指針第８号）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9,037,119千円であります。

  なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

──────

──────  （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

基準委員会　平成17年11月29日　

企業会計基準第４号）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。

──────
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

中間貸借対照表の「通貨スワップ負債」は当中間会計期

間において、金額的重要性が乏しくなったため、固定負債

の「その他」に含めております。

なお、当中間会計期間において「その他」に含まれてい

る「通貨スワップ負債」の金額は88,924千円であります。

（中間貸借対照表）

中間貸借対照表の「短期貸付金」は当中間会計期間にお

いて、資産総額の100分の５を超えたため、区分掲記して

おります。

なお、前中間会計期間において「その他」に含まれてい

る「短期貸付金」の金額は71,078千円であります。
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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
（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

1,303,522千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         1,337,439千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 1,322,819千円

２．保証債務 ２．保証債務 ２．保証債務

被保証者
保証金額
（千円）

被保証債務
の内容

アスカ純薬
㈱

95,042 銀行借入金

小泉薬品㈱ 58,526 仕入債務

計 153,568 －

被保証者
保証金額
（千円）

被保証債務
の内容

小泉薬品㈱ 35,148 仕入債務

被保証者
保証金額
（千円）

被保証債務
の内容

小泉薬品㈱ 49,221 仕入債務

※３．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

※３．消費税等の取扱い

同　　　左

※３．　　 ──────

４．　　 ────── ４．コミットメントライン設定契約 ４．コミットメントライン設定契約

 　運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行とシンジケート方式

によるコミットメントライン設定契

約を締結しております。

　当中間会計期間末におけるコミッ

トメントライン設定契約に係る借入

金実行残高は次のとおりでありま

す。 
 
コミットメント

ラインの総額
4,000,000 千円

借入実行残高 3,700,000  

差引額 300,000  
 

　運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行とシンジケート方式

によるコミットメントライン設定契

約を締結しております。

　当事業年度末におけるコミットメ

ントライン設定契約に係る借入金実

行残高は次のとおりであります。 
 
コミットメント

ラインの総額
4,000,000 千円

借入実行残高 1,000,000  

差引額 3,000,000  
 

 　上記のコミットメントライン設定

契約について、以下の財務制限条項

が付されております。

①年度決算期末における連結貸借対

照表の資本の部の金額が、直前の

年度決算期末及び平成16年11月決

算期末における連結貸借対照表の

資本の部の金額の75パーセントを、

それぞれ下回らないこと。

②年度決算期末における連結損益計

算書の経常損益の額が２期連続し

て損失とならないこと。

　上記のコミットメントライン設定

契約について、以下の財務制限条項

が付されております。

①年度決算期末における連結貸借対

照表の資本の部の金額が、直前の

年度決算期末及び平成16年11月決

算期末における連結貸借対照表の

資本の部の金額の75パーセントを、

それぞれ下回らないこと。

②年度決算期末における連結損益計

算書の経常損益の額が２期連続し

て損失とならないこと。
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（中間損益計算書関係）

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 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目
   

受取利息 5,781千円

受取配当金 105,812

通貨スワップ利益 29,146

受取利息 5,759千円

受取配当金 125,019

受取賃貸料 34,869

受取配当金 180,115千円

通貨スワップ利益 78,809

受取賃貸料 65,202

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目
   

支払利息 12,427千円

商品廃棄損 6,848

支払利息 14,150千円

商品廃棄損 7,756

通貨スワップ損失 11,328

為替差損 10,436

シンジケートロー

ン手数料 
8,000

支払利息 24,950千円

商品廃棄損 19,956

※３．特別利益の主要項目 ※３．     ────── ※３．特別利益の主要項目
   

投資有価証券売却

益
3,706千円

投資有価証券売却

益
3,707千円

貸倒引当金戻入益 10,000 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目
   

固定資産処分損 753千円

役員退職慰労金 5,026

役員退職慰労金 4,329千円

関係会社貸倒引当

金繰入額
50,000

減損損失 218,265

役員退職慰労金 5,026千円

関係会社貸倒引当

金繰入額
132,503

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額
   

有形固定資産 25,171千円

無形固定資産 136,315

　計 161,487

有形固定資産 24,239千円

無形固定資産 139,661

　計 163,901

有形固定資産 51,860千円

無形固定資産 274,736

　計 326,597

　６．税効果会計

　当中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期において

予定している利益処分による固定資

産圧縮積立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計算し

ております。

　６．     ────── 　６．     ──────
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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）

※７．     ────── ※７．減損損失

 （1）当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。

※７．     ──────

 
場所 用途 種類

北海道

札幌市
 支店  土地

宮城県

仙台市
 支店  土地

千葉県

我孫子市
 賃貸資産

 土地及び

 建物
 
 （2）減損損失の認識に至った経緯

　近年の地価下落傾向の中、時価

が著しく下落し、かつ、使用価値

が帳簿価額を下回っているため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、218,265千円を減損損失として

特別損失に計上しております。

 （3）減損損失の内訳

　その内訳は、建物15,732千円、

土地202,533千円であります。

 （4）資産のグルーピングの方法

　事業用資産については各事業所

ごと、賃貸資産については物件ご

とに資産のグルーピングを行って

おります。

 （5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は正味売却価額又

は使用価値により測定しており、

正味売却価額は固定資産税評価額

を基準に評価し、使用価値は将来

キャッシュ・フローを資本コスト

5.98％で割引いて算定しておりま

す。
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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）

 　 １. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度株式数

（千株）
当中間会計期間増加株式数

（千株）
当中間会計期間減少株式数

（千株）
当中間会計期間末株式数

（千株）

 自己株式

 　普通株式 106 7 － 113

 合計 106 7 － 113

  (注） 普通株式の自己株式の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

 

（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。 同　　　左 同　　　左

１１．リース取引
 当社はＥＤＩＮＥＴにより半期報告書が開示されるため、記載を省略しております。

 

 

１２．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

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）

中間貸借
対照表計
上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

中間貸借
対照表計
上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

関連会社

株式
477,937 1,920,675 1,442,738 477,937 2,240,788 1,762,851 477,937 2,151,156 1,673,219
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