
 

                             

平成 19 年 １ 月期   個別中間財務諸表の概要   平成18年９月22日 

上 場 会 社 名 クロスプラス株式会社 上場取引所 東・名 
コ ー ド 番 号 3320 本社所在都道府県 愛知県 
（ＵＲＬ http://www.crossplus.co.jp/） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長    氏名 森 文夫 
問 合 せ 先 責 任 者   役職名 経営企画室長     氏名 日比野 寛   ＴＥＬ(052)532－2211 
決算取締役会開催日 平成18年９月22日 配当支払開始日 平成18年10月12日 
単元株制度採用の有無  有（１単元  100株） 

 

１．18年７月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日） 
(1) 経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
 
 18年７月中間期 
 17年７月中間期 

百万円    ％
31,453   4.6
30,069  △5.0

百万円    ％
△137    －
479   1.5

百万円    ％
 △ 159    －
2,278  410.2

 18年１月期 65,126     580     3,928     
 

 

(注)①期中平均株式数    18年７月中間期 7,867,258株  17年７月中間期 7,684,593 株  18年１月期 7,769,505株 

１株当たり中間  中間(当期)純利益 
(当期)純利益 

 
 18年７月中間期 

百万円    ％
0 △ 99.9

円 銭
0 04

 17年７月中間期 550  105.8 71 58

 18年１月期 1,506     192 65

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７月中間期 
 17年７月中間期 

百万円 
39,352 
40,083 

百万円
25,675 
24,674 

％ 
65.2 
61.6 

  円  銭
3,272  67
3,157  85

 18年１月期 41,217 26,828 65.1 3,387  22
(注)①期末発行済株式数  18年７月中間期  7,845,560株 17年７月中間期 7,813,610株 18年１月期 7,917,610株 

②期末自己株式数   18年７月中間期    73,240株 17年７月中間期    190株 18年１月期    190株 

 
２．19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

百万円

65,500 

百万円

2,000 

百万円

1,150 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 146円57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 
 18年１月期 15.00 25.00 40.00 
 19年１月期（実績） 20.00 ― 
 19年１月期（予想） ― 20.00 

40.00 

 
※上記の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報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。 
上記の業績予想に関する事項については、添付資料の９ページを参照ください。 



６．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７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31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  8,752,635 4,575,681 5,688,124 

２ 受取手形 ※6 1,155,498 624,102 885,734 

３ 売掛金  12,247,323 11,887,243 13,123,448 

４ 棚卸資産  2,314,613 1,903,366 2,259,816 

５ 前払年金費用  55,125 51,544 39,729 

６ 金融派生商品  2,037,775 2,549,427 3,179,595 

７ その他  260,712 347,275 229,155 

貸倒引当金  △2,121 △480 △2,073 

流動資産合計   26,821,562 66.9 21,938,162 55.7  25,403,533 61.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物 ※2 1,718,821 1,979,076 1,990,401 

(2) 土地  2,517,720 2,537,350 2,537,350 

(3) その他  510,731 462,692 253,726 

有形固定資産合計  4,747,273 11.9 4,979,119 12.7 4,781,478 11.6

２ 無形固定資産  280,606 0.7 405,817 1.0 275,211 0.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  4,357,028 5,402,017 6,313,096 

(2) 関係会社株式  － 2,286,629 170,880 

(3) 関係会社長期貸付 
  金 

 3,016,376 3,363,376 3,399,376 

(4) 破産更生債権等  4,185 4,344 4,596 

(5) その他  885,066 984,247 880,583 

貸倒引当金  △29,035 △10,786 △11,291 

投資その他の資産 
合計 

 8,233,622 20.5 12,029,830 30.6 10,757,242 26.1

固定資産合計   13,261,502 33.1 17,414,766 44.3  15,813,932 38.4

資産合計   40,083,064 100.0 39,352,928 100.0  41,217,465 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31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  439,419 18,564 266,341 

２ 買掛金  10,231,145 4,974,314 8,293,958 

３ 短期借入金  － 3,000,000 － 

４ １年以内返済予定 
  の長期借入金 

 － 100,800 － 

５ 未払金  741,499 761,815 768,732 

６ 未払法人税等  228,426 297,855 158,828 

７ 繰延税金負債  511,422 829,389 1,052,841 

８ 賞与引当金  205,735 183,500 148,980 

９ 返品調整引当金  77,600 73,900 75,400 

10 繰延ヘッジ利益 ※4 322,105 － 16,616 

11 従業員預り金  572,829 598,543 561,199 

12 その他 ※3 281,779 260,952 362,531 

流動負債合計   13,611,963 34.0 11,099,636 28.2  11,705,429 28.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  － 390,800 － 

２ 繰延税金負債  329,762 636,432 1,143,340 

３ 退職給付引当金  992,282 1,090,566 1,048,502 

４ 役員退職慰労引当金  296,795 304,415 314,045 

５ その他  178,042 155,142 177,442 

固定負債合計   1,796,881 4.4 2,577,356 6.6  2,683,329 6.5

負債合計   15,408,845 38.4 13,676,993 34.8  14,388,758 34.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,889,875 4.7 ― ―  1,943,625 4.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,952,536 ― 2,006,736 

資本剰余金合計   1,952,536 4.9 ― ―  2,006,736 4.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  223,750 ― 223,750 

２ 任意積立金  17,000,000 ― 17,000,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 2,293,719 ― 3,133,183 

利益剰余金合計   19,517,469 48.7 ― ―  20,356,933 49.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,315,094 3.3 ― ―  2,522,167 6.1

Ⅴ 自己株式   △755 △0.0 ― ―  △755 △0.0

資本合計   24,674,219 61.6 ― ―  26,828,707 65.1

負債及び資本合計   40,083,064 100.0 ― ―  41,217,465 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31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   ― ― 1,944,250 4.9  ― ―

２ 資本剰余金    

  資本準備金  ― 2,007,361 ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,007,361 5.1  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 223,750 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 17,000,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 2,894,737 ― 

利益剰余金合計   ― ― 20,118,487 51.1  ― ―

４ 自己株式   ― ― △224,415 △0.5  ― ―

株主資本合計   ― ― 23,845,683 60.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 1,838,335 4.6  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △8,083 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,830,252 4.6  ― ―

純資産合計   ― ― 25,675,935 65.2  ― ―

負債及び純資産合計   ― ― 39,352,928 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書 

 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31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   30,069,414 100.0 31,453,307 100.0  65,126,631 100.0

Ⅱ 売上原価   23,448,458 78.0 25,252,434 80.3  51,974,782 79.8

売上総利益   6,620,955 22.0 6,200,872 19.7  13,151,848 20.2

返品調整引当金戻入額   57,400 0.2 75,400 0.2  57,400 0.1

返品調整引当金繰入額   77,600 0.2 73,900 0.2  75,400 0.1

差引売上総利益   6,600,755 22.0 6,202,372 19.7  13,133,848 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,121,741 20.4 6,340,352 20.1  12,552,878 19.3

営業利益又は 
営業損失（△） 

  479,014 1.6 △137,979 △0.4  580,970 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,818,003 6.0 662,490 2.1  3,438,557 5.2

Ⅴ 営業外費用 ※2  18,598 0.0 683,766 2.2  90,774 0.1

経常利益又は 
経常損失（△） 

  2,278,419 7.6 △159,255 △0.5  3,928,753 6.0

Ⅵ 特別利益 ※3  50,852 0.1 268,947 0.9  82,715 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4  848,736 2.8 81,274 0.3  895,675 1.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,480,535 4.9 28,418 0.1  3,115,793 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 216,423 286,497 363,343 

法人税等調整額  713,972 930,396 3.1 △258,412 28,084 0.1 1,245,642 1,608,985 2.5

中間(当期)純利益   550,138 1.8 334 0.0  1,506,807 2.3

前期繰越利益   1,743,580 －  1,743,580

中間配当額   － －  117,204

中間(当期)未処分 
利益 

  2,293,719 －  3,133,183

    

 

 - 46 -



(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

平成18年１月31日残高(千円) 1,943,625 2,006,736 2,006,736 223,750 17,000,000 3,133,183 20,356,933

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 625 625 625   

 剰余金の配当   △197,940 △197,940

 利益処分による役員賞与   △10,000 △10,000

 中間純利益   334 334

 自己株式の取得    

 自己株式の処分   △30,839 △30,839

 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 
(千円) 

625 625 625  △238,446 △238,446

平成18年７月31日残高(千円) 1,944,250 2,007,361 2,007,361 223,750 17,000,000 2,894,737 20,118,487

 

株主資本 評価・換算差額等 

 

自己株式 株主資本合計

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 

純資産合計 

平成18年１月31日残高(千円) △755 24,306,539 2,522,167 － 2,522,167 26,828,707 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行  1,250  1,250 

 剰余金の配当  △197,940  △197,940 

 利益処分による役員賞与  △10,000  △10,000 

 中間純利益  334  334 

 自己株式の取得 △275,749 △275,749  △275,749 

 自己株式の処分 52,089 21,250  21,250 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 △683,832 △8,083 △691,915 △691,915 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△223,659 △460,855 △683,832 △8,083 △691,915 △1,152,771 

平成18年７月31日残高(千円) △224,415 23,845,683 1,838,335 △8,083 1,830,252 25,675,935 
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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 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 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 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ② 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) 

  ② 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) 

  ② 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 

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) 棚卸資産 

  ① 商品 

月次総平均法による原価

法 

ただし、季越品について

は販売可能価額まで評価

下げをしております。 

 (3) 棚卸資産 

  ① 商品 

同左 

 (3) 棚卸資産 

  ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

終仕入原価法による原

価法 

  ② 貯蔵品 

同左 

  ② 貯蔵品 

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

以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)について

は、定額法によっておりま

す。 

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 

なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっており

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 

均等償却 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

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

に回収可能性を勘案し、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 
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担に属する部分を

計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業

年度の負担に属する部分を計上

しております。 

 (3) 返品調整引当金 

将来予想される売上返品によ

る損失に備えるため、過去の返

品率等を勘案し損失見込額を見

積計上しております。 

 (3) 返品調整引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

同左 

 (4) 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

る金額を計上しております。 

数理計算上の差異について

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(５年)による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理しております。 

 （会計処理の変更） 

従来、実際運用収益が期待運

用収益を超過したこと等による

数理計算上の差異の発生又は給

付水準を引き下げたことによる

過去勤務債務の発生により、年

金資産が企業年金制度に係る退

職給付債務を超えることとなっ

た場合における当該超過額（以

下「未認識年金資産」という）

は「退職給付に係る会計基準注

解」（注１）１により資産及び

利益として認識しておりません

でしたが、平成17年３月16日付

で「退職給付に係る会計基準」

（企業会計審議会平成10年６月

16日）の一部が改正され、早期

適用により当中間会計期間に係

る中間財務諸表についても未認

識年金資産を資産及び利益とし

て認識することが認められまし

た。これに伴い、「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号平成17年３月

16日）を適用し、当中間会計期 

 (4) 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

る金額を計上しております。 

数理計算上の差異について

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(５年)による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理しております。 

 

 

 (4) 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金

額を計上しております。 

数理計算上の差異について

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(５年)による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理しております。 

 （会計処理の変更） 

従来、実際運用収益が期待運

用収益を超過したこと等による

数理計算上の差異の発生又は給

付水準を引き下げたことによる

過去勤務債務の発生により、年

金資産が企業年金制度に係る退

職給付債務を超えることとなっ

た場合における当該超過額（以

下「未認識年金資産」という）

は「退職給付に係る会計基準注

解」（注１）１により資産及び

利益として認識しておりません

でしたが、平成17年３月16日付

で「退職給付に係る会計基準」

（企業会計審議会平成10年６月

16日）の一部が改正され、早期

適用により当事業年度に係る財

務諸表についても未認識年金資

産を資産及び利益として認識す

ることが認められました。これ

に伴い、「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正に関する適

用指針」（企業会計基準適用指

針第７号平成17年３月16日）を

適用し、当事業年度から未認識
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

間から未認識年金資産を数理計

算上の差異として費用の減額処

理の対象としております。これ

により前払年金費用が2,611千

円増加し、経常利益及び税引前

中間純利益が各々同額増加して

おります。 

 年金資産を数理計算上の差異と

して費用の減額処理の対象とし

ております。これにより前払年

金費用が5,223千円増加し、経

常利益及び税引前当期純利益が

各々同額増加しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

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。 

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 
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、通貨スワップ及び

為替予約について振当処理の要

件を満たしている場合には振当

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 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約について

振当処理の要件を満たしている

場合に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 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、通貨スワップ及び

為替予約について振当処理の要

件を満たしている場合には振当

処理を採用しております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は次のとおりであります。 

ヘッジ手段…通貨スワップ及

び為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による

外貨建仕入債務

及び外貨建予定

取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は次のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による

外貨建仕入債務

及び外貨建予定

取引 

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象

は次のとおりであります。 

ヘッジ手段…通貨スワップ及

び為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による

外貨建仕入債務

及び外貨建予定

取引 

 (3) ヘッジ方針 

当社は、社内規程に基づき、

為替変動リスクをヘッジしてお

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 

ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しておりま

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 

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 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しておりま

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 

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 

同左 
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会計処理の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31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。 

――― 

――― （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間から、「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。なお、
この変更に伴う当中間会計期間の
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

関する会計基準) 

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 25,684,019 千円であり

ます。 

なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間末にお

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。 

――― 
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表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで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「関係会社長期貸付金」は重

要性が増したため、当中間会計期間より区分掲記するこ

とといたしました。なお、前中間会計期間の投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりました「関係

会社長期貸付金」は2,059,203千円であります。 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで投資その他の資産の「投資有価証

券」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は資

産の総額の100分の５を超えたため、当中間会計期間よ

り区分掲記することといたしました。なお、前中間会計

期間の投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表

示しておりました「関係会社株式」は170,880千円であ

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７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前事業年度末 
(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,220,216千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,400,337千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,301,039千円

※２ 保険差益による圧縮額35,813

千円を取得価額より直接減額

しております。 

※２ 保険差益による圧縮額35,813

千円を取得価額より直接減額

しております。 

※２ 保険差益による圧縮額35,813

千円を取得価額より直接減額

しております。 

※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 繰延ヘッジ損益の総額 

   繰延ヘッジ利益 

323,410千円 

   繰延ヘッジ損失 

△1,305千円 

※４     ――― 

 

※４ 繰延ヘッジ損益の総額 

   繰延ヘッジ利益 

19,318千円

   繰延ヘッジ損失 

△2,701千円

 ５ 保証債務等 

関係会社の金融機関に対する

債務に対して、次のとおり債

務保証を行っております。 

スタイリンク株式会社 

51,582千円(458千米ドル) 

 ５ 保証債務等 

関係会社の金融機関に対する

債務に対して、次のとおり債

務保証を行っております。 

スタイリンク株式会社 

49,326千円(429千米ドル)

株式会社ヴェント・インター

ナショナル 

300,066千円  

 ５ 保証債務等 

関係会社の金融機関に対する

債務に対して、次のとおり債

務保証を行っております。 

スタイリンク株式会社 

41,472千円(352千米ドル)

※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済しております。な

お、当中間期末日が金融機関

の休日であったため、次の中

間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。 

受取手形   54,172千円 

※６     ――― ※６     ――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 5,659千円

受取配当金 22,951千円

業務受託料 23,224千円

仕入割引 40,889千円

デリバティブ
評価益 

1,715,669千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6,251千円

受取配当金 34,350千円

業務受託料 30,296千円

為替差益 494,688千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 12,212千円

受取配当金 32,250千円

業務受託料 52,793千円

仕入割引 156,966千円

デリバティブ
評価益 

3,162,979千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 8,612千円

 

新株発行費 1,692千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 10,850千円
デリバティブ 
評価損 599,954千円

賃貸料原価 70,358千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 16,917千円

為替差損 60,365千円

新株発行費 2,902千円
 

※３     ――― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売

却益 
266,730千円

 

※３     ――― 

※４ 特別損失の主要項目 

関係会社支援損 799,999千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損

 建物 5,538千円

 有形固定資産

（その他） 
381千円

 投資その他の

資 産 （ そ の

他） 

3,325千円

   計 9,246千円

 

投資有価証券評

価損 
39,155千円

社葬関連費用 32,872千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

関係会社支援損 799,999千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 108,040千円

無形固定資産 27,893千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 125,909千円

無形固定資産 37,170千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 239,351千円

無形固定資産 60,010千円
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 
当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７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) 
摘要 

自己株式   

普通株式 190 90,050 17,000 73,240 （注）１，２

合計 190 90,050 17,000 73,240 

(注) １ 普通株式の自己株式数の増加90,050株は、単元未満株式の買取りによる増加50株及び旧商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づく自己株式の取得による増加90,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式数の減少17,000株は、旧商法の規定に基づく新株引受権の権利行使に伴う自己株

式の処分によるものであります。 
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(リース取引関係) 
 

 当社は、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行いますので、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７月31日) 

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。 

 

当中間会計期間末(平成18年７月31日) 

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。 

 

前事業年度末(平成18年１月31日) 

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。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 3,157円85銭
 

１株当たり純資産額 3,272円67銭
 

１株当たり純資産額 3,387円22銭
 

１株当たり中間純利益 71円58銭
 

１株当たり中間純利益 0円04銭
 

１株当たり当期純利益 192円65銭
 

潜在株式調整後１株当
り中間純利益 た

 
69円43銭

潜在株式調整後１株当
り中間純利益 た

 
0円04銭

潜在株式調整後１株当
り当期純利益 た

 
187円92銭

 （追加情報） 

 当中間会計期間から、改正後の

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第２号 

終改正平成18年１月31日）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号 終改正平成18年１月

31日）を適用しております。 

 これによる影響は軽微でありま

す。 

、 

 

(注) １ １株当たり純資産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17年２月１日
至 平成17年７月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日)

１株当たり純資産額  

 中間貸借対照表の純資産の部の合
計額（千円） 

― 25,675,935 ―

 中間貸借対照表の純資産の部の合
計額から控除する金額(千円） 

― ― ―

 普通株式に係る中間期末の純資産
額（千円） 

― 25,675,935 ―

 普通株式の発行済株式数(株） ― 7,845,560 ―
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２ 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17年２月１日
至 平成17年７月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

 中間(当期)純利益(千円） 550,138 334 1,506,807

 普通株主に帰属しない金額(千円） ― ― 10,000

（うち役員賞与）（千円） (―) (―) (10,000)

 普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円） 

550,138 334 1,496,807

 普通株式の期中平均株式数(株) 7,684,593 7,867,258 7,769,505

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(千円） ― ― ―

 普通株式増加数(株) 238,783 120,248 195,452

 （うち旧商法第280条ノ19の規定 
  に基づく新株引受権(株)) 

(113,309) (120,248) (116,027)

 （うち新株引受権付社債の新株引 
  受権(株)) 

(125,474) (－) (79,425)

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 
 

――― 旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権１種類

(目的となる株式の数

230,000株)。 

 

――― 

 

 

 

(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

――― ―――  新株予約権の付与について 

 平成18年４月25日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の規定による新

株予約権（ストックオプション）を

付与することを決議しました。 
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