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                               ＴＥＬ（０３）３８３２－０１３１      

決算取締役会開催日  平成１８年８月４日     配当支払開始日  平成１８年９月８日 

単元株制度採用の有無 有（１単元１,０００株） 

 

１．１８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 

 

18年6月中間期 

17年6月中間期 

百万円   ％

7,647   （   3.8）

7,366   （   1.0）

百万円   ％

26    （△65.6）

76    （  32.9）

百万円   ％

60    （△64.2）

170    （  34.8）

17年12月期 16,143 159 361 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年6月中間期 

17年6月中間期 

百万円   ％

         △48    （  ―  ）

          104    （  57.2）

円   銭

△9      41  

20      53  

17年12月期 214 42      03  

(注)①期中平均株式数 18年6月中間期5,112,386株 17年6月中間期5,114,464株 17年12月期5,114,365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

 

18年6月中間期 

17年6月中間期 

百万円 

11,405 

10,861 

百万円

4,574 

4,429 

％ 

40.1 

40.8 

円   銭

894     94      

866     12      

17年12月期 11,874 4,679 39.4      915     00 

(注)①期末発行済株式数 18年6月中間期5,112,025株  17年6月中間期5,114,450株  17年12月期5,114,150株 

②期末自己株式数  18年6月中間期    8,675株  17年6月中間期    6,250株  17年12月期    6,550株 

 

２．１８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 

 

通 期 

百万円 

16,410 

百万円

360 

百万円

130 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 25円43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 6.00 6.00 12.00 

18年12月期（実績） 6.00 ―― 

18年12月期（予想） ―― 6.00 
12.00 

   

 ※ 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中間連結短信「通期の見通し」を参照して下さい。 



　 中間財務諸表等

  中間財務諸表

   ① 中間貸借対照表 　

　

　   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 731,320 678,046 681,097

2. 受取手形 719,515 781,641 1,217,440

3. 売掛金 3,700,752 3,878,306 4,210,999

4. 商品 1,733,870 1,866,989 1,423,637

5. 短期貸付金 60,000 50,000 50,000

6. その他 133,285 142,507 107,166

貸倒引当金 △ 1,247 △ 761 △ 1,518

流動資産合計 7,077,496 65.2 7,396,729 64.9 7,688,823 64.8

 Ⅱ  固定資産 　   　   　   

(1) 有形固定資産 　   　   　    

1. 建物 722,478 677,029 699,437

2. 土地 1,835,442 1,726,636 1,814,506

3. その他 75,247 86,591 70,377

有形固定資産合計 2,633,169 24.2 2,490,257 21.8 2,584,321 21.7

(2) 無形固定資産 　 63,880 0.6 　 52,532 0.5 　 60,691 0.5

(3) 投資その他の資産 　   　   　    

1. 投資有価証券 － 836,078 －

 2. 投資不動産 320,473 330,687  335,904

 3. 破産・更生債権等 135,710 79,066  126,172

 4. その他 738,791 271,060 1,176,295

 貸倒引当金 △ 108,061 △ 51,184 △ 97,993

投資その他の資産合計 1,086,914 10.0 1,465,708 12.8 1,540,379 13.0

固定資産合計 3,783,964 34.8 4,008,499 35.1 4,185,391 35.2

資産合計 10,861,460 100.0 11,405,229 100.0 11,874,215 100.0

(平成17年12月20日)

前中間会計期間末 当中間会計期間末

区分

(平成17年６月20日) (平成18年６月20日)

前事業年度の

要約貸借対照表



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 3,250,121 3,693,663 3,189,949
2. 買掛金 588,987 522,007 559,664
3. 短期借入金 1,250,000 1,250,000 2,100,000
4. 未払法人税等 98,392 47,262 91,463
5. 賞与引当金 63,862 63,928 53,595
6. その他 632,835 635,813 575,731

流動負債合計 5,884,198 54.2 6,212,674 54.5 6,570,404 55.3
　

Ⅱ  固定負債   　   　   　
1. 退職給付引当金 299,815 　 292,908 296,146
2. 役員退職慰労引当金 40,849 46,187 43,308
3. その他  206,855   278,513  284,904

固定負債合計 547,519 5.0 617,609 5.4 624,359 5.3
負債合計 6,431,718 59.2 6,830,284 59.9 7,194,763 60.6

  （資本の部）  　   　  　
Ⅰ  資本金  961,720 8.9  － － 961,720 8.1
Ⅱ  資本剰余金

1. 資本準備金 838,440 － － 838,440
資本剰余金合計 838,440 7.7 － － 838,440 7.1

Ⅲ  利益剰余金
1. 利益準備金 125,930 － 125,930
2. 任意積立金 1,733,822 － 1,733,822
3. 中間(当期)未処分利益 606,468 － 685,720

利益剰余金合計 2,466,220 22.7 － － 2,545,473 21.4
Ⅳ  その他有価証券評価差額金  166,781 1.5  － － 337,416 2.8
Ⅴ  自己株式  △ 3,420 △ 0.0  － － △ 3,597 △ 0.0

資本合計 4,429,742 40.8 － － 4,679,451 39.4
負債資本合計 10,861,460 100.0 － － 11,874,215 100.0

  （純資産の部）
Ⅰ  株主資本

1. 資本金 － － 961,720 8.4 － －
2. 資本剰余金

(1) 資本準備金 － 838,440 －
資本剰余金合計 － － 838,440 7.4 － －

3. 利益剰余金
(1) 利益準備金 － 125,930 －
(2) その他利益剰余金
　　固定資産圧縮積立金 － 293,822 －
　　別途積立金 － 1,440,000 －
　　繰越利益剰余金 － 606,941 －
利益剰余金合計 － － 2,466,693 21.6 － －

4. 自己株式 － － △ 5,086 △ 0.0 － －
株主資本合計 － － 4,261,766 37.4 － －

Ⅱ  評価・換算差額等
1. その他有価証券評価差額金 － － 296,536 2.6 － －
2. 繰延ヘッジ損益 － － 16,641 0.1 － －

評価・換算差額等合計 － － 313,178 2.7 － －
純資産合計 － － 4,574,944 40.1 － －
負債純資産合計 － － 11,405,229 100.0 － －

要約貸借対照表

区分

(平成17年６月20日) (平成18年６月20日) (平成17年12月20日)

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度の



② 中間損益計算書   

百分比
(％）

百分比
(％）

百分比
(％）

Ⅰ 売上高 7,366,602 100.0 7,647,178 100.0 16,143,740 100.0

Ⅱ 売上原価 5,833,749 79.2 6,158,954 80.5 13,011,012 80.6

  売上総利益 1,532,852 20.8 1,488,223 19.5 3,132,727 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,456,077 19.8 1,461,849 19.2 2,973,241 18.4

 営業利益 76,775 1.0 26,373 0.3 159,486 1.0

Ⅳ 営業外収益  103,928 1.4  68,779 0.9  232,000 1.4

Ⅴ 営業外費用  10,702 0.1  34,358 0.4  30,189 0.2

経常利益 170,001 2.3 60,794 0.8 361,297 2.2

Ⅵ 特別利益  11,009 0.1  15,952 0.2  7,803 0.1

Ⅶ 特別損失  99 0.0  72,089 0.9  565 0.0

税引前中間(当期)純利益 180,911 2.4 4,657 0.1 368,535 2.3

法人税、住民税及び事業税 80,883 30,020 154,041

法人税等調整額 △ 4,964 75,918 1.0 22,731 52,752 0.7 △ 438 153,602 1.0

104,992 1.4 △ 48,094 △ 0.6 214,932 1.3

前期繰越利益 501,475  　　　　－  501,475  

中間配当額 　　　　－  　　　　－  30,686  

中間(当期)未処分利益 606,468  　　　　－  685,720  

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

  (自　平成16年12月21日

   至　平成17年６月20日)

中間(当期)純利益又は中間
純損失(△)

前中間会計期間 当中間会計期間
要約損益計算書

  (自　平成17年12月21日

前事業年度の

   至　平成18年６月20日)

   (自　平成16年12月21日

    至  平成17年12月20日)

区分



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）

繰越利益
剰余金

685,720 △ 3,597 4,342,035

剰余金の配当 △ 30,684 － △ 30,684

中間純損失 △ 48,094 － △ 48,094

自己株式の取得 － △ 1,489 △ 1,489

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額）

－ － －

△ 78,779 △ 1,489 △ 80,269

606,941 △ 5,086 4,261,766

剰余金の配当

中間純損失

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額）

－－ － － －

－

－

－

株主資本

株主資本合計自己株式

利益剰余金

資本金
資本準備金 利益準備金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金

資本剰余金

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

平成18年６月20日
残高(千円)

その他利益剰余金

平成17年12月20日
残高(千円)

中間会計期間中の
変動額

－ － － －

1,440,000

平成17年12月20日
残高(千円)

中間会計期間中の
変動額

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

平成18年６月20日
残高(千円)

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
純資産合計

評価・換算差額等

961,720 838,440 125,930 293,822

－ － － －

－ － － －

337,416 － 337,416 4,679,451

－ － － △ 30,684

－ － － △ 48,094

－ － － △ 1,489

△ 40,880 16,641 △ 24,238 △ 24,238

△ 24,238 △ 104,507

313,178 4,574,944

△ 40,880

296,536

16,641

16,641

1,440,000

－ －

961,720 838,440 125,930 293,822

－ － －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．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 

満期保有目的の債券 ・・・ 償却原価法 

子会社株式     ・・・ 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） 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

   ②たな卸資産 

       商品               ・・・ 移動平均法による原価法 

 

  ③デリバティブ         ・・・ 原則として時価法 

 

(2)固定資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産及び投資不動産  ・・・ 定率法 

                     ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備 

                     を除く)については、定額法によっております。 

                     主な資産の耐用年数 

 建物  10年～50年 

 

   ②無形固定資産         ・・・ 定額法 

                                       なお、自社利用ソフトウェアは、社内における利用可 

                                       能期間(５年間)に基づく定額法によっております。 

 

(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                ・・・ 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上 

しております。 

 

   ③退職給付引当金            ・・・ 従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末 

における退職給付債務見込額に基づき、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。 

また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内 

規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しておりま 

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、内規に基づく 

中間会計期間末要支給額を計上しております。     

     

(4)ヘッジ会計の方法  

①ヘッジ会計の方法          ・・・ 為替予約が付されている外貨建金銭債務については、 

振当処理を行っております。 

 

②ヘッジ手段                ・・・ 為替予約取引 

 

③ヘッジ対象                ・・・ 外貨建金銭債務 

 

  ④ヘッジ方針                ・・・ 社内規定に基づき、輸入取引及び外貨建資金調達取引 

により生ずる外貨建金銭債務保有に係る為替変動リス 

クをヘッジするために実需の範囲内で為替予約取引を 

行っております。 

 

⑤ヘッジの有効性の評価      ・・・ 為替予約取引の振当処理については、ヘッジの効果が 

極めて高いとみなされるため、有効性の評価はしてお 

りません。 

 

(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        ・・・ 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

   

 

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 

 

（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71,619千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等） 

当中間会計期間から「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、4,558,302千円であります。 

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。 

 

 

 

 



表示方法の変更 

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価 

証券」（前中間会計期間498,018千円）については、資産総額の100分の5超となったため、当中間 

会計期間より区分掲記しております。 

 

 

追加情報 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正） 

  当中間会計期間から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少に関する会計基準」（企業会計 

基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の 

減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会 

計基準適用指針第２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。 

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。 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

当中間会計期間から「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17 

年12月27日 企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」 

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第９号）を適用しております。 

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間から「中間株主資本等変動計算書」を作成し 

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係）  

 

（中間損益計算書関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 減価償却累計額 

      有形固定資産の減価償却累計額 1,135,520 千円 1,172,526 千円 1,160,028 千円

      投資不動産の減価償却累計額 202,599 千円 213,321 千円 208,104 千円

２. 担保に供している資産及び対応債務

    担保に供している資産

　　　　建物 181,478 千円 169,412 千円 175,146 千円

　　　　土地 605,062 千円 556,538 千円 605,062 千円

　　　　投資不動産 37,181 千円 36,067 千円 36,602 千円

　　　　　　計 823,723 千円 762,017 千円 816,811 千円

    上記に対応する債務

      短期借入金 290,000 千円 290,000 千円 290,000 千円

３．受取手形割引高                   396,287 千円 315,352 千円 349,760 千円

４．偶発債務（保証債務） 　　        23,850 千円 － 千円 3,150 千円

前中間会計期間末 当中間会計期間末  前事業年度末

(平成17年６月20日) (平成18年６月20日) (平成17年12月20日)

  (自 平成16年12月21日   (自 平成17年12月21日   (自 平成16年12月21日

   至 平成17年６月20日)   至 平成18年６月20日)   至 平成17年12月20日)

１．営業外収益の主要項目

      受取利息 1,353 千円 601 千円 2,583 千円

      受取配当金 8,322 千円 7,058 千円 11,669 千円

      仕入割引 9,257 千円 9,976 千円 17,855 千円

      賃貸料収入 33,321 千円 18,052 千円 48,396 千円

      デリバティブ評価益 35,642 千円 － 千円 102,713 千円

２．営業外費用の主要項目

      支払利息 2,516 千円 2,676 千円 4,805 千円

      手形売却損 2,681 千円 2,359 千円 4,467 千円

      投資不動産減価償却費 5,505 千円 5,216 千円 11,010 千円

      デリバティブ評価損 － 千円 24,105 千円 － 千円

３．特別利益の主要項目

      固定資産売却益 － 千円 3,492 千円 － 千円

      貸倒引当金戻入益 11,009 千円 12,460 千円 7,803 千円

４．特別損失の主要項目

      固定資産除却損 99 千円 469 千円 565 千円

      減損損失 － 千円 71,619 千円 － 千円

５．減価償却実施額

      有形固定資産 33,800 千円 32,289 千円 68,763 千円

      無形固定資産 5,165 千円 8,158 千円 13,879 千円

      投資不動産 5,505 千円 5,216 千円 11,010 千円

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度



 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）

   

６．   –––––––– ６．減損損失 

 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。 

６．   –––––––– 

 金額 
用途 種類 場所 

(千円)

名古屋 愛知県 

支店 
土地 

名古屋市
48,524

北海道 
札幌支店 土地 

札幌市 
15,676

栃木県 
遊休資産 土地 

那須郡 
7,418

 計  71,619 

 

 （経緯）  

  名古屋支店及び札幌支店については、

需要の低迷により収益性が著しく低下し

ており、今後も経常的な損失が予想され

るため、減損損失を認識しました。 

 また、遊休資産については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落してい

るため、減損損失を認識しました。 

（グルーピングの方法） 

 支店別を基本とし、将来の使用が見込

まれていない遊休資産については個々の

物件単位でグルーピングしております。

（回収可能価額の算定方法） 

 当該資産または資産グループの回収可

能価額は、正味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は、重要性がないた

め路線価による相続税評価額等によって

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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） 

   自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 2,125株 

 

 

（リース取引関係） 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年12月21日 至 平成17年12月20日） 

   該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

 

前中間会計期間末（平成17年６月20日） 

   子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年６月20日） 

   子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成17年12月20日） 

   子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（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。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 6,550 2,125 － 8,675


