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１．平成18年６月中間期の業績（平成17年12月21日～平成18年６月20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６月中間期 80,642 △5.6 3,137 △9.9 2,485 △32.0

17年６月中間期 85,394 9.1 3,481 △54.1 3,654 △42.5

17年12月期 162,917  6,559  6,737  

 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６月中間期 1,733 △19.4 33 00

17年６月中間期 2,149 △50.2 41 05

17年12月期 4,014  75 19

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 52,515,440株 17年６月中間期  52,348,741株 17年12月期 52,284,398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６月中間期 80,926 34,282 42.4 651 29

17年６月中間期 82,445 30,899 37.5 592 42

17年12月期 79,620 32,713 41.1 622 71

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 52,638,211株 17年６月中間期 52,157,027株 17年12月期 52,401,363株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期 1,668,121株 17年６月中間期 2,149,305株 17年12月期 1,904,969株

 ２．平成18年12月期の業績予想（平成17年12月21日～平成18年12月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 153,000 2,600 1,700

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 32円30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12月期 12.50 12.50 25.00

18年12月期（実績） 13.00         －
23.00

18年12月期（予想）        － 10.00

※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、今後の経済動向、業況の変化、為替レート等の要素により、上記予想数値とは大幅に異なる

場合があります。

なお、上記の予想に関しては添付資料の「３．経営成績及び財政状態 (１)　経営成績について」をご参照ください。
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６．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６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20日）

 対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 8,429  8,609   5,713  

２　受取手形 2,351  2,009   2,409  

３　売掛金 11,035  10,439   7,797  

４　商品 12,034  11,199   11,879  

５　未収入金 13,141  12,665   13,068  

６　前払費用 5,619  5,958   5,908  

７　その他 2,839  4,857   6,262  

貸倒引当金 △256  △200   △185  

流動資産合計 55,194 66.9 55,540 68.6 346 52,853 66.4

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 ※１ 1,486  1,399   1,440  

(2）土地 1,811  1,805   1,805  

(3）その他 ※１ 1,346  1,238   1,312  

計 4,644   4,444    4,558   

２　無形固定資産 180   411    387   

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 5,627  6,262   5,268  

(2) 長期貸付金 12,713  12,422   12,710  

(3）その他 4,867  2,421   4,505  

貸倒引当金 △781  △577   △663  

計 22,426   20,529    21,820   

固定資産合計 27,251 33.1 25,385 31.4 △1,865 26,767 33.6

資産合計 82,445 100.0 80,926 100.0 △1,519 79,620 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20日）

 対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 20,197  17,677   16,933  

２　買掛金 5,406  6,426   4,995  

３　短期借入金 7,648  3,780   6,969  

４　一年以内償還予定社債 500  500   500  

５　未払金 10,300  9,922   9,119  

６　未払法人税等 1,523  1,516   1,556  

７　返品調整引当金  －  421   －  

８　返品破損引当金  －  66   －  

９　その他 ※３ 1,825  828   2,868  

流動負債合計 47,401 57.5 41,139 50.8 △6,262 42,943 53.9

Ⅱ　固定負債  

１　社債 500  －   500  

２　長期借入金 ※４ 3,450  5,150   3,300  

３　退職給付引当金 185  157   154  

４  繰延税金負債 －  191   －  

５　その他 9  6   8  

固定負債合計 4,144 5.0 5,504 6.8 1,359 3,963 5.0

負債合計 51,546 62.5 46,643 57.6 △4,902 46,906 58.9
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前中間会計期間末
（平成17年６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20日）

 対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 7,665 9.3 － － － 7,665 9.6

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 7,707 －  7,707

資本剰余金合計 7,707 9.3 － － － 7,707 9.7

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 256 －  256

２　任意積立金 14,800 －  14,800

３　中間（当期）未処分利
益

3,392 －  4,504

利益剰余金合計 18,449 22.4 － － － 19,561 24.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

243 0.3 － － － 586 0.7

Ⅴ　自己株式 △3,167 △3.8 － － － △2,807 △3.5

資本合計 30,899 37.5 － － － 32,713 41.1

負債資本合計 82,445 100.0 － － － 79,620 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

　１　資本金 － － 7,665 9.5 － － －

　２　資本剰余金  

　(1) 資本準備金 － 7,707  －

資本剰余金合計 － － 7,707 9.5 － － －

　３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 －  256   －  

　　(2) その他利益剰余金  

　　　別途積立金 － 17,300  －

　　  繰越利益剰余金 － 2,899  －

利益剰余金合計 － － 20,456 25.3 － － －

　４　自己株式 － － △2,458 △3.0 － － －

株主資本合計 － － 33,370 41.3 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

　１　その他有価証券評価差
額金　　　　　　　　　
　　　　

－ － 500 0.6 － － －

　２　繰延ヘッジ損益 － － 411 0.5 － － －

評価・換算差額等合計 － － 912 1.1 － － －

純資産合計 － － 34,282 42.4 － － －

負債純資産合計 － － 80,926 100.0 － － －
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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21日
至　平成17年６月20日)

当中間会計期間
　(自　平成17年12月21日

至　平成18年６月20日)
 対前中間期比

前事業年度の要約損益計算書
　(自　平成16年12月21日

至　平成17年12月20日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   85,394 100.0  80,642 100.0 △4,752  162,917 100.0

Ⅱ　売上原価   39,360 46.1  35,236 43.7 △4,123  73,241 45.0

売上総利益   46,034 53.9  45,405 56.3 △628  89,676 55.0

    　返品調整引当金繰入額   － －  421 0.5 421  － －

　　　返品調整引当金戻入額   － －  △311 △0.4 △311  － －

差引売上総利益   46,034 53.9  45,296 56.2 △738  89,676 55.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   42,552 49.8  42,158 52.3 △394  83,116 51.0

営業利益   3,481 4.1  3,137 3.9 △344  6,559 4.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,388 1.6  569 0.7 △819  3,393 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,215 1.4  1,221 1.5 5  3,215 2.0

経常利益   3,654 4.3  2,485 3.1 △1,169  6,737 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  251 0.3  1,049 1.3 797  395 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４  205 0.3  439 0.6 234  376 0.2

税引前中間（当期）純利
益

  3,700 4.3  3,095 3.8 △605  6,757 4.2

法人税、住民税及び事業
税

 1,459   1,462    2,959   

法人税等調整額  91 1,551 1.8 △100 1,362 1.6 △189 △216 2,742 1.7

中間（当期）純利益   2,149 2.5  1,733 2.2 △416  4,014 2.5

前期繰越利益   1,320   －  －  1,320  

自己株式処分差損   76   －  －  178  

中間配当額   －   －  －  651  

中間（当期）未処分利益   3,392   －  －  4,504  
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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21日　至平成18年６月20日）

株主資本

資本金
 （百万円） 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式(百
万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年12月20日　

残高
7,665 7,707 7,707 256 14,800 4,504 19,561 △2,807 32,126

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当 － － － － － △655 △655 － △655

役員賞与 － － － － － △82 △82 － △82

中間純利益 － － － － － 1,733 1,733 － 1,733

別途積立金の積立 － － － － 2,500 △2,500 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △1 △1

自己株式の処分 － － － － － △100 △100 350 250

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動

額合計
－ － － － 2,500 △1,605 894 348 1,243

平成18年６月20日　

残高
7,665 7,707 7,707 256 17,300 2,899 20,456 △2,458 33,370

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券評
価差額金
 （百万円）

繰延ヘッジ損益
 
　（百万円）

評価・換算差額等
合計
　（百万円）

平成17年12月20日　残高 586 － 586 32,713

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △655

役員賞与 － － － △82

中間純利益 － － － 1,733

別途積立金の積立 － － － －

自己株式の取得 － － － △1

自己株式の処分 － － － 250

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△86 411 325 325

中間会計期間中の変動額合計 △86 411 325 1,568

平成18年６月20日　残高 500 411 912 34,282
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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21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

(1）有価証券

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

　中間決算期末日の市場価

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）

時価のあるもの

　中間決算期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等

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

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ 

　　　 時価法 

(2）デリバティブ 

同左

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

(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

建物（付属設備を除く）

定額法

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（付属設備を除く）

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（付属設備を除く）

同左

その他

定率法

その他

同左

その他

同左

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

同左 　　　　　 同左

建物 ２～49年

(2）無形固定資産

定額法

　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）に基づいて

おります。

(2）無形固定資産

同左

同左

(2）無形固定資産

同左

　　　　 同左

(3）長期前払費用

定額法

　

(3）長期前払費用

同左

 

(3）長期前払費用

同左 
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前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

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

能性等を検討し、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）返品調整引当金

  当中間会計期間末に予想され

る返品による損失に備えるため、

過去の返品実績率に基づく返品

損失見込額を計上しております。

(2）     ──────

　

 

(3)      ──────　

 

(3）返品破損引当金

  当中間会計期間末に予想され

る返品商品の破損又は廃棄によ

る損失に備えるため、過去の破

損又は廃棄の実績に基づく返品

商品の損失見込額を計上してお

ります。

 

 

(3)      ────── 

(4）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）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。

(4）退職給付引当金

　　　　　同左

(4）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）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。

   

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

　ヘッジ会計の要件を満たす

為替予約等については、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

為替予約等取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左
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前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基

づき、為替リスクをヘッジする目

的で先物為替予約等を行っており

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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フローの変動の累計

とを比率分析する方法により行っ

ております。

　なお、当中間会計期間末におい

ては高い相関関係にあり、ヘッジ

は有効と判断しております。

(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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フローの変動の累計

とを比率分析する方法により行っ

ております。

　なお、当事業年度末においては

高い相関関係にあり、ヘッジは有

効と判断しております。

   

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

消費税等の会計処理方法

　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。

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

消費税等の会計処理方法

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

消費税等の会計処理方法

同左

   

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21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20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。

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る事項)

　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　企業会計基

準第５号　平成17年12月９日)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　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33,870百万円であります。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

 ──────
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前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

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。

 

(返品調整引当金、返品破損引当金)

　従来返品に伴う損失は返品を受けた

期の売上高の控除として処理しており

ましたが、顧客サービスの向上のため、

返品の受付範囲を拡大するなどの販売

戦略の強化に伴い、返品の重要性が増

してきたことから、より適正な期間損

益計算を図るため、当中間会計期間か

ら過去の返品実績率に基づく返品損失

見込額を返品調整引当金として計上す

るとともに、破損又は廃棄になる返品

商品の損失見込額を返品破損引当金と

して計上する方法に変更いたしまし

た。 この結果、従来の方法による場合

に比べ、差引売上総利益および営業利

益がそれぞれ109百万円、経常利益が124

百万円、税引前中間純利益が488百万円

減少しております。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

（法人事業税の外形標準課税制度）

　「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伴い、

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）に従い法人事

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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

65百万円増加し、営業利益および経常

利益ならびに税引前中間純利益が同額

減少しております。

　─────────── （法人事業税の外形標準課税制度）

　「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伴い、

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）に従い法人事業税の

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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

132百万円増加し、営業利益および経

常利益ならびに税引前当期純利益が同

額減少しております。

   

（為替予約等評価差損益）

　仕入予定取引の為替リスクのヘッ

ジを目的とした長期為替予約契約に

ついては、繰延ヘッジ処理を採用し

ておりましたが、当期より長期為替

予約契約が増加し、重要性が増して

きたことから、「包括的長期為替予

約のヘッジ会計に関する監査上の留

意点」（日本公認会計士協会リサー

チ・センター審理情報№19）　に基

づいて検討した結果、時価評価が適

当であると認められたものについて、

当中間会計期間末より時価評価する

ことといたしました。この結果、経

常利益および税引前中間純利益はそ

れぞれ801百万円増加しております。

 （為替予約等評価差損益）

　仕入予定取引の為替リスクのヘッ

ジを目的とした長期為替予約契約に

ついては、繰延ヘッジ処理を採用し

ておりましたが、当連結会計年度よ

り長期為替予約契約が増加し、重要

性が増してきたことから、「包括的

長期為替予約のヘッジ会計に関する

監査上の留意点」（日本公認会計士

協会リサーチ・センター審理情報

№19）　に基づいて検討した結果、

時価評価が適当であると認められた

ものについて、当事業年度末より時

価評価することといたしました。こ

の結果、経常利益および税引前当期

純利益はそれぞれ2,364百万円増加し

ております。

 

   

－ 42 －



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６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20日）

前事業年度末
（平成17年12月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,325百万円 3,799百万円 3,530百万円

　２　保証債務 　２　保証債務 　２　保証債務

当社従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

72百万円

当社従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

81百万円

当社従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

71百万円

※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、流動負債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　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく

当中間会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

 
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 12,000百万円

※４　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく

当中間会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

 
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 10,000百万円

※４　当座貸越契約及びコミットメントライン

契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

 
当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 12,000百万円

 

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

 

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 2,000百万円

 

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

 

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

 

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

 

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 2,000百万円
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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21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

為替予約等評価益

手数料収入

801

127

百万円

百万円

受取利息 106百万円

受取利息 106百万円

手数料収入 105百万円

手数料収入 215百万円

受取利息 211百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

商品評価損 1,043百万円

支払利息 62百万円

商品評価損 667百万円

為替予約等評価損 414百万円

支払利息 53百万円

商品評価損 2,920百万円

支払利息 116百万円

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの 

子会社清算益 243百万円 関係会社株式売却益 1,040百万円 子会社清算益 243百万円

優先出資証券償還益 82百万円

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損

建物及び構築物 6百万円

無形固定資産 143百万円

計 149百万円

固定資産除却損

建物及び構築物 15百万円

その他 1百万円

計 16百万円

固定資産売却損

建物及び構築物 16百万円

土地 5百万円

計 22百万円

 その他

返品調整引当金繰入 311百万円

返品破損引当金繰入 52百万円

計 363百万円

固定資産除却損

無形固定資産 143百万円

建物 58百万円

その他 37百万円

計 238百万円

　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 339百万円

無形固定資産 22百万円

有形固定資産 311百万円

無形固定資産 55百万円

有形固定資産 733百万円

無形固定資産 69百万円
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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21日　至　平成18年６月20日）

  　１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

 自己株式　

　 普通株式　(注） 
1,904,969株 952株 237,800株 1,668,121株

 　　合　計 1,904,969株 952株 237,800株 1,668,121株

 　　(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加952株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少237,800株は、ストック・オプションの権利行使による減少で

　　　　　　 あります。

（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う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17年６月20日）

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18年６月20日）

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12月20日）

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。

－ 45 －



（１株当たり情報） 

前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

１株当たり純資産額 592円42銭

１株当たり中間純利益 41円05銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益

40円83銭

１株当たり純資産額 651円29銭

１株当たり中間純利益  33円00銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益

32円65銭

１株当たり純資産額    622円71銭

１株当たり当期純利益   75円19銭

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

  74円79銭

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算出上の基礎

前中間会計期間
(自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日)

当中間会計期間
(自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日)

前事業年度
(自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益 2,149百万円 1,733百万円      4,014百万円

普通株主に帰属しない額

役員賞与金  － －   82百万円

普通株式に係る中間（当期）純利益 2,149百万円      1,733百万円      3,931百万円

普通株式の期中平均株式数 52,348,741株      52,515,440株        52,284,398株

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）　

純利益

中間（当期）純利益調整額  － －  －

普通株式増加数 286,289株    561,282株        279,381株

（新株引受権） （42,488株） （18,000株） （32,839株）

（新株予約権） （243,801株） （543,282株） （246,542株）

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類

（新株予約権の数

29,250個）

新株予約権２種類

（新株予約権の数

14,450個）

新株予約権３種類

（新株予約権の数

28,290個）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

７．役員の異動
        平成18年６月６日に開示済みであります。
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