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平成１９年１月期 中間決算短信（非連結）        平成１８年９月２９日 

上場会社名       株式会社きんえい      上場取引所     大証第二部 
コード番号       ９６３６          本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ http://www.kin-ei.co.jp） 
代 表 者       役職名 取締役社長 氏名 山内 秀茂 
問合せ先責任者     役職名 経理部長  氏名 村井 弘幸   ＴＥＬ（０６）６６３２－４５５３ 
決算取締役会開催日   平成１８年９月２９日    配当支払開始日 平成―年―月―日 
単元株制度採用の有無  有（１単元 ２，０００株） 
親会社等の名称 近畿日本鉄道株式会社（ｺｰﾄﾞ番号：９０４１）親会社等における当社の議決権所有比率６６．０％ 
 
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 

 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    ％ 
２，１９２   ５．３ 
２，０８２  △９．３ 

百万円    ％ 
２１１  ７９．２ 
１１８ △３９．８ 

百万円    ％ 
１９２  ９６．３ 
 ９８ △４３．１ 

１８年１月期 ４，３６６       ３１４       ２７８       
 

 中間（当期）純利益 
１株当たり 

中間（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
 
１８年７月中間期 
１７年７月中間期 

百万円   ％ 
９０ １００．４ 
４５ △５０．２ 

円  銭  
３．２４   
１．６２   

円  銭  
―    
―    

１８年１月期 １１       ０．４０   ―    
（注）①持分法投資損益  18年7月中間期  ― 百万円 17年7月中間期  ― 百万円 18年1月期  ― 百万円 

②期中平均株式数  18年7月中間期28,025,103株 17年7月中間期28,038,216株 18年1月期28,035,867株 
③会計処理の方法の変更  無 
④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 
  ７，２２３   

７，７１４   

百万円 
１，８０１   
１，８０１   

％ 
２４．９   
２３．３   

円  銭  
 ６４．２９   
６４．２４   

１８年１月期 ７，６７７   １，７７１   ２３．１   ６３．１９   

（注）①期末発行済株式数 18年7月中間期28,021,863株 17年7月中間期28,036,224株 18年1月期28,031,183株 
   ②期末自己株式数  18年7月中間期   188,137株 17年7月中間期   173,776株 18年1月期   178,817株 
（３）キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期   末   残   高 

 
１８年７月中間期 
１７年７月中間期 

百万円 
３４９   
２１８   

百万円 
△１０１   
△１０５   

百万円 
△２２８   
△１１７   

百万円 
３２７   
４８３   

１８年１月期 ４４８   △４４０   △１８７   ３０８   
 
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 

４，３８０    
百万円  

３１０    
百万円  

１３０    
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ４円６４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 ―            ２．００     ２．００     
１９年１月期（実績） ―       ―       
１９年１月期（予想）    ―              ２．００     

  ２．００     

※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に基づき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。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 
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（１）企業集団の状況  
 当社は、映画興行、ビル賃貸及び娯楽場の経営を主たる事業としております。また、当社の親会社は、近畿日本

鉄道㈱であり、同社の企業集団は鉄軌道業、不動産業、流通業、ホテル・レジャー業を営んでおります。なお、当

社は、同社より「あべのルシアス」内で「アポロシネマ８」用フロアの一部を賃借しております。 

 上記を事業系統図にすると次のとおりであります。 

 

顧客 

 

                           販売 

 

㈱きんえい 

映画興行事業 ビル賃貸事業 娯楽場等事業 

 

              建物の賃借 

 

近畿日本鉄道㈱（親会社） 

 

（２）経 営 方 針  
１．会社の経営の基本方針 

   当社は、事業を通じて、顧客の立場に立った高度のサービスを提供し豊かな生活文化に貢献するとともに、

地域の発展に寄与できる街づくりを積極的に推進いたしております。また、加速度的に変化し続ける事業環

境・ＩＴ（情報技術）革命に機敏に対応し、業容の一層の拡大と安定的な経営基盤の確立に全力を傾けてまい

ります。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開等に必要な内部留保を確立しつつ、安定配当を維持継続するこ

とを基本方針としております。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   投資単位の引下げに関する施策につきましては、現在の投資金額、市況、業績等を勘案し、その費用及び効

果等を慎重に検討してまいりたいと考えておりますが、現段階におきましては、具体的な施策及び時期等につ

きましては未定であります。 

 

４．目標とする経営指標 

   当社は効率的な経営を推進するため、部門別業績管理の徹底化を図り、利益率の向上に努めてまいりました

が、引き続き収益性の指標となるＲＯＡ（総資本経常利益率）及び営業利益率に対する関心を一層強めるとと

もに、新たな事業展開に備えてキャッシュ・フローの向上及び借入金の圧縮を進めてまいります。 

 

５．中長期的な経営戦略 

   映画興行では、お客様の立場に立ったサービスの提供に一層の力を傾注するとともに、ビル賃貸では、

計画的に設備改修工事を施行し、安全で快適なビルづくりに努めてまいります。 

   また、本年３月末日をもって新名画ビル土地建物の収用に応じたことにより、取得することになりま

した平成22年春竣工予定の大規模再開発商業ビルＡ２棟内店舗床の一部について、その有効な活用方法

を慎重に検討するなど、安定的な経営基盤の確立に格段の努力を傾けてまいります。 

 

６．会社の対処すべき課題 

   近年のスクリーン数急増により劇場間の観客獲得競争激化に拍車がかかる中、本年９月の当社事業エリア近
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隣の難波・高島屋前におけるシネマコンプレックスの開業に対応し、お客様の立場に立ったサービスの提供に

全力を傾け、「アポロシネマ８ファン」のなお一層の獲得に力を注いでまいります。またビル賃貸部門におき

ましても、劇場部門とのさらなる連携強化を図り、両部門の集客性を相乗的に向上させることを目指した販売

促進活動を精力的に行ってまいります。 

 

７．親会社等に関する事項 

（１）親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 
所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されている 
証券取引所等 

近畿日本鉄道株式会社 親会社 
 

66.0  
（10.9）  

株式会社東京証券取引所 市場第一部 
株式会社大阪証券取引所 市場第一部 
株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

 （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

 

（２）親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等の関係 

   当社の親会社は近畿日本鉄道株式会社であり、同社の企業集団は鉄軌道業、不動産業、流通業、ホテル・レ

ジャー業を営んでおります。従って、当社は事業を推進するにあたり、親会社との一定の協力関係を保つ必要

があると認識しております。 

   また、当社役員９名のうち、親会社の役員、従業員を兼ねる者は７名であり、この他に当社の事業体制を強

化することを目的として親会社から９名の出向者を受け入れております。 

 

（３）親会社等との取引に関する事項 

   親会社より「あべのルシアス」内で「アポロシネマ８」用フロアの一部を賃借しております。また、同社が

運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を利用し、資金の貸付けを行っております。 

 

（４）親会社等からの独立性の確保について 

   当社と親会社は資本・人的面で重要な関係にありますが、自ら経営責任を持ち、独立した事業経営を行って

おります。また、監査役は親会社からの独立性が維持されていることを確認するために、取締役会等で経営決

定及び承認に至る過程を監査しております。 

 

８．その他、会社の経営上の重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

（３）経営成績及び財政状態  
１．経営成績 

（１）当中間期の概況 

 ①当中間期の業績全般の概況 

   当中間期のわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念要素が見られるものの、企業部門の好調さ

が家計部門へも波及し、雇用情勢の改善を背景に個人消費が緩やかに増加するなど、概ね回復基調で推移しま

した。 

   この間当社におきましては、事業所全般に亘る顧客満足度のより高いサービスの提供と徹底した部門別業績

管理を鋭意推進し、集客と収入の確保に努めました結果、売上高は前年同期に比較して5.3％増の2,192,615

千円となりました。一方、費用の面におきましては、収入に対応してフィルム料が増加しましたが、全社にお

いて業績管理を徹底させ、諸経費全般に亘って鋭意節減に努めました。以上の結果、営業利益は前年同期に比

較して79.2％増の211,494千円、経常利益は96.3％増の192,668千円となり、中間純利益は100.4％増の90,846

千円となりました。 

 ②当中間期の主な部門別の概況 

   劇場部門におきましては、映画では「ダ・ヴィンチ・コード」「ＬＩＭＩＴ ＯＦ ＬＯＶＥ 海猿」「ナル

ニア国物語 第１章ライオンと魔女」「ＴＨＥ有頂天ホテル」「デスノート」「ドラえもん」「名探偵コナン 探

偵たちの鎮魂歌」「明日の記憶」「Ｍ：ｉ：Ⅲ」「フライトプラン」などの話題作品を上映して観客誘致に努め
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る一方、昨年11月に導入いたしました新チケット予約・発売システムの稼働により、新規に実施した各種サー

ビスを中心に顧客利便性の向上を図りました結果、この部門全体の収入合計は、前年同期に比較して7.8％増

の807,071千円となりました。 

ビル賃貸部門におきましては、前期にアポロビルの大型テナント退店跡へ誘致した新規５店舗が通期にわた

り寄与したほか、アポロビル、ルシアスビルのキャラクターを活用した両ビルの一体的な広告宣伝を重点的に

行い、また劇場部門との連携を強化した販売促進活動を積極的に展開するなどの集客に努めました結果、駐車

場収入等ビル付帯事業を含めたこの部門全体の収入合計は、前年同期に比較して4.8％増の1,051,767千円とな

りました。 

娯楽場等部門では、本年１月にアポロカラオケシアターの営業を廃止したことに伴う減収がありましたが、

本年６月、その跡区画にアポロ４階ゲームセンターを増床開業するなど集客に努めました結果、この部門の収

入合計は、前年同期に比較して1.0％増の333,777千円となりました。 

③当中間期の利益配分に関する事項 

当中間期の利益配分につきましては、当初予定通り中間配当を見送ることとし、通期の利益配分において期

末配当を実施させていただく予定であります。 

 

（２）通期の見通し 

 ①通期の業績全般に関する見通し 

   通期の予想につきましては、売上高は前期に比較して0.3％増の4,380百万円、経常利益は11.2％増の310百

万円、当期純利益は前期に計上した収用関連損失がなくなり118百万円増の130百万円となる見込みであります。 

 ②通期の主な部門別の見通し 

   通期の部門別売上高を対前期比で見ますと、ビル賃貸部門におきましては1.9％の増収を見込んでおります

が、劇場部門におきましては1.6％の減収、娯楽場等部門におきましては前期並みとなる見込みであります。 

 ③通期の利益配分に関する見通し 

   通期の配当につきましては、今後の業績の推移を踏まえて決定する予定でありますが、当初予定通り、期末

において１株当たり２円とさせていただく予定であります。 

 

２．財政状態 

   当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入が、投資活動及び

財務活動における支出を上回ったため、前期末に比較して19,249千円（6.2％）増加し、当中間期末には、327,449

千円となりました。 

また、当中間期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間期において営業活動で得られた資金は、349,318千円（前年同期比59.8％増）となりました。これ

は、税引前中間純利益及び減価償却費等によるものであります。なお、税引前中間純利益の増加等により、

営業活動で得られた資金は前年同期に比較して増加しております。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間期において投資活動で使用した資金は、101,389千円（前年同期比4.0％減）となりました。これは、

無形固定資産の取得による支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間期において財務活動で使用した資金は、228,678千円（前年同期比95.3％増）となりました。これ

は、長期借入金の返済及び配当金の支払い等によるものであります。なお、短期借入金の減少等により、財

務活動で使用した資金は前年同期に比較して増加しております。 
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３．キャッシュ・フロー指標 

 
平成15年7月 

中間期 
平成16年7月 

中間期 
平成17年7月 

中間期 
平成18年7月 

中間期 

自己資本比率（％） 23.2 21.4 23.3 24.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 133.0 119.9 130.8 150.9 

債務償還年数（年） 3.5 3.8 5.8 3.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 14.9 15.0 10.1 17.9 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：借入金／（営業キャッシュ・フロー×２） 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

   ※株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
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（４）中間財務諸表等  
１．中間貸借対照表 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表          

(平成17年7月31日) (平成18年7月31日) (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  483,705  327,449  308,199  

２ 売掛金  88,528  97,501  102,428  

３ たな卸資産  4,504  4,209  4,174  

４ その他  76,091  208,666  274,257  

５ 貸倒引当金  △ 2,000  ―  ―  

流動資産合計  650,830 8.4 637,827 8.8 689,060 9.0 

Ⅱ 固定資産        

（１）有形固定資産 ※１       

１ 建物 ※２ 2,654,341  2,449,302  2,570,707  

２ 機械及び設備 ※２ 1,645,673  1,476,643  1,568,688  

３ 器具備品  83,754  85,937  102,278  

４ 土地 ※２ 1,405,836  1,011,936  1,405,836  

５ その他  69  222,149  69  

有形固定資産合計  5,789,676  5,245,969  5,647,580  

（２）無形固定資産  13,047  58,551  66,216  

（３）投資その他の資産        

１ 差入保証金  1,227,100  1,245,500  1,227,100  

２ その他  34,189  36,739  52,376  

３ 貸倒引当金  ―  △    788  △  4,986  

投資その他の資産合計  1,261,289  1,281,451  1,274,490  

固定資産合計  7,064,013 91.6 6,585,972 91.2 6,988,287 91.0 

資産合計  7,714,843 100.0 7,223,799 100.0 7,677,348 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表            

(平成17年7月31日) (平成18年7月31日) (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 買掛金  146,329  175,325  175,468  

２ 短期借入金  100,000  100,000  150,000  

３ １年以内に返済予定の 
長期借入金 

 
 

237,920  237,920  237,920  

４ 未払金  281,945  224,719  237,880  

  ５ 繰延税金負債  20,111  9,702  ―  

６ 賞与引当金  17,000  15,000  13,000  

７ その他  501,982  357,160  622,816  

流動負債合計  1,305,288 16.9 1,119,827 15.5 1,437,085 18.7 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金  2,202,820  1,964,900  2,083,860  

２ 繰延税金負債  290,147  250,179  269,561  

３ 退職給付引当金  146,271  149,346  147,485  

４ 役員退職慰労引当金  4,550  6,010  5,630  

５ 受入保証金  1,964,741  1,932,052  1,962,478  

   固定負債合計  4,608,530 59.8 4,302,488 59.6 4,469,015 58.2 

負債合計  5,913,819 76.7 5,422,315 75.1 5,906,101 76.9 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  564,200 7.3 ― ― 564,200 7.4 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  24,155  ―  24,155  

資本剰余金合計  24,155 0.3 ― ― 24,155 0.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  120,197  ―  120,197  

２ 任意積立金  784,051  ―  784,051  

３ 中間（当期）未処分利益  367,707  ―  333,492  

     利益剰余金合計  1,271,956 16.5 ― ― 1,237,741 16.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,157 0.0 ― ― 8,517 0.1 

Ⅴ 自己株式  △ 61,445 △0.8 ― ― △ 63,367 △0.8 

資本合計  1,801,024 23.3 ― ― 1,771,247 23.1 

負債・資本合計  7,714,843 100.0 ― ― 7,677,348 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表           

(平成17年7月31日) (平成18年7月31日) (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  ― ― 564,200 7.8 ― ― 

（２）資本剰余金        

１ 資本準備金  ―  24,155  ―  

     資本剰余金合計  ― ― 24,155 0.3 ― ― 

（３）利益剰余金        

１ 利益準備金  ―  120,197  ―  

２ その他利益剰余金        

固定資産圧縮積立金  ―  499,260  ―  

別途積立金  ―  200,000  ―  

繰越利益剰余金  ―  453,067  ―  

利益剰余金合計  ― ― 1,272,525 17.6 ― ― 

（４）自己株式  ― ― △ 67,023 △0.9 ― ― 

株主資本合計  ― ― 1,793,857 24.8 ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等        

（１）その他有価証券 
評価差額金 

 ― ― 7,626 0.1 ― ― 

評価・換算差額等合計  ― ― 7,626 0.1 ― ― 

純資産合計  ― ― 1,801,483 24.9 ― ― 

負債・純資産合計  ― ― 7,223,799 100.0 ― ― 
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２．中間損益計算書 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の        
要約損益計算書 

  
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで）

（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

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  2,082,650 100.0 2,192,615 100.0 4,366,779 100.0 

Ⅱ 営業原価  1,802,475 86.5 1,821,650 83.1 3,728,524 85.4 

営業総利益  280,174 13.5 370,965 16.9 638,254 14.6 

Ⅲ 一般管理費  162,169 7.8 159,471 7.3 324,129 7.4 

   営業利益  118,004 5.7 211,494 9.6 314,125 7.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,486 0.0 916 0.1 6,724 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 21,339 1.0 19,742 0.9 42,189 1.0 

経常利益  98,151 4.7 192,668 8.8 278,659 6.4 

Ⅵ 特別利益  ― ― 5,338 0.3 ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※３ 21,651 1.0 42,937 2.0 278,383 6.4 

税引前中間（当期）純利益  76,499 3.7 155,068 7.1 276 0.0 

法人税、住民税及び事業税  27,000 1.3 330 0.0 103,000 2.3 

法人税等調整額 4,172 0.2 63,892 3.0 △113,835 △2.6 

中間（当期）純利益 45,326 2.2 90,846 4.1 11,111 0.3 

前期繰越利益  322,380  ―  322,380  

中間（当期）未処分利益  367,707  ―  333,492  
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３．中間株主資本等変動計算書  

当中間会計期間（平成18年2月1日から平成18年7月31日まで） 

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 利益準備金 固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年1月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 584,051 200,000 333,492 △ 63,367 1,762,729 

中間会計期間中の変動額      

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

  △ 59,516 59,516  ― 

 中間会計期間に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

  △ 25,275 25,275  ― 

 剰余金の配当    △ 56,062  △ 56,062 

 中間純利益    90,846  90,846 

 自己株式の取得    △  3,656 △  3,656 

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） 

― ― ― △ 84,791 ― 119,575 △  3,656 31,127 

平成18年7月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 499,260 200,000 453,067 △ 67,023 1,793,857 

 

評価・換算
差額等 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
有価証券 

評価差額金

純資産合計 

平成18年1月31日残高（千円） 8,517 1,771,247 

中間会計期間中の変動額   

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

 ― 

中間会計期間に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

 ― 

 剰余金の配当  △ 56,062 

 中間純利益  90,846 

 自己株式の取得  △  3,656 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額）

△    891 △    891 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△    891 30,236 

平成18年7月31日残高（千円） 7,626 1,801,483 
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４．中間キャッシュ・フロー計算書  

 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書 

 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで）

（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで）

（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  76,499 155,068 276 
減価償却費  207,255 200,301 403,765 
退職給付引当金の増減額  △ 27,143 1,860 △  25,928 
役員退職慰労引当金の増減額  △  5,980 380 △  4,900 

   受取利息及び受取配当金  △    472 △   645 △   898 
   支払利息  21,311 19,482 42,066 
   固定資産除却損  21,651 42,937 48,767 
   収用関連損失  ― ― 219,000 
   売上債権の減少額  16,522 4,927 2,622 
   その他流動資産の増加額  △ 24,298 △  9,980 △ 12,454 
   仕入債務の減少額  △ 34,396 △    143 △  5,256 
   その他流動負債の増減額  86,260 30,994 △  54,056 
   その他  4,206 2,477 9,093 

小計  341,417 447,660 622,095 
   利息及び配当金の受取額  924 568 1,284 
   利息の支払額  △ 21,654 △ 20,137 △  42,716 
   法人税等の支払額  △ 102,097 △  78,772 △ 132,197 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 218,589 349,318 448,464 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

   有形固定資産の取得による支出  △ 71,637 △   7,074 △ 224,538 
   無形固定資産の取得による支出  ― △  48,368 △ 18,145 
   短期貸付金の純増減額  ― 2,822 △ 137,092 
   差入保証金の差入による支出  △ 20,500 △  18,400 △  20,500 
   受入保証金の純増減額  1,672 △  28,011 △  6,620 
   その他  △ 15,144 △   2,358 △  33,210 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△ 105,609 △ 101,389 △ 440,108 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

   短期借入金の純増減額  50,000 △  50,000 100,000 
   長期借入金の借入による収入  400,000 ― 400,000 
   長期借入金の返済による支出  △ 508,960 △ 118,960 △ 627,920 
   配当金の支払額    △ 56,083 △  56,062 △  56,083 
   その他  △  2,035 △   3,656 △  3,957 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△ 117,079 △ 228,678 △ 187,961 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △  4,098 19,249 △ 179,604 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  487,804 308,199 487,804 
Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
 
 483,705 327,449 308,199 
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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 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
   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 
中間会計期間末日の市場

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） 

（２）たな卸資産 
   商品 
    先入先出法による原価法 
 
２ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

定額法 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりである。 
建物     19年～41年 
機械及び設備８年～17年 

（２）無形固定資産 
    ソフトウェア 

利用可能期間（５年）に基
づく定額法 

 
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いる。 

（２）賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見込
額のうち当中間会計期間の負担
額を計上している。 

（３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における
退職給付債務に基づき、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い
る。 

（４）役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期
末要支給額を計上している。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
   その他有価証券 

時価のあるもの 
中間会計期間末日の市場

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） 

 
 
（２）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 

同左 
 
 
 
 
（２）無形固定資産 
    ソフトウェア 

同左 
 
 
３ 引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
（２）賞与引当金 

同左 
 
 
 
（３）退職給付引当金 
       同左 
 
 
 
 
 
（４）役員退職慰労引当金 
       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 
    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 
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） 

（２）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 

同左 
 
 
 
 
（２）無形固定資産 
    ソフトウェア 

同左 
 
 
３ 引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与
に充てるため、将来の支給見込
額のうち当期の負担額を計上し
ている。 

（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
務に基づき計上している。 

 
 
 
（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく期末要
支給額を計上している。 
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前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

４ ヘッジ会計の方法 
（１）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特
例処理の要件を充たしており、
特例処理を採用している。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段…金利スワップ 
   ヘッジ対象…借入金の利息 
（３）ヘッジ方針 

当社の社内管理規程に基づ
き、金利変動リスクを回避する
目的で行っている。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 
   リスク管理方針に従って、以

下の条件を充たす金利スワップ
を締結している。 

  Ⅰ 金利スワップの想定元本と
長期借入金の元本金額が一致
している。 

  Ⅱ 金利スワップと長期借入金
の契約期間及び満期が一致し
ている。 

  Ⅲ 長期借入金の変動金利のイ
ンデックスと金利スワップで
受払いされる変動金利のイン
デックスが一致している。 

  Ⅳ 長期借入金と金利スワップ
の金利改定条件が一致してい
る。 

  Ⅴ 金利スワップの受払い条件
がスワップ期間を通して一定
である。 

    従って、金利スワップの特
例処理の要件を充たしている
ので中間決算日における有効
性の評価を省略している。 

 
５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 
手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少な
リスクしか負わない取得日から 3
ヶ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっている。 

４ 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 
       同左 
 
（３）ヘッジ方針 
       同左 
 
 
（４）ヘッジ有効性評価の方法 
       同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

       同左 
 
 
 
 
 

４ 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 
       同左 
 
（３）ヘッジ方針 
       同左 
 
 
（４）ヘッジ有効性評価の方法 

 リスク管理方針に従って、以
下の条件を充たす金利スワップ
を締結している。 
Ⅰ 金利スワップの想定元本と
長期借入金の元本金額が一致
している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金
の契約期間及び満期が一致し
ている。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のイ
ンデックスと金利スワップで
受払いされる変動金利のイン
デックスが一致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップ
の金利改定条件が一致してい
る。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件
がスワップ期間を通して一定
である。 
 従って、金利スワップの特
例処理の要件を充たしている
ので決算日における有効性の
評価を省略している。 

 
５ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

       同左 
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前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

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 

（１）消費税等の会計処理 
税抜方式によっている。 

（２）税効果会計 
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いる。 

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 

（１）消費税等の会計処理 
       同左 
（２）   ― 
 

６ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

（１）消費税等の会計処理 
       同左 
（２）    ― 
 
 
 
 

 

会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 

（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
ている。これによる損益に与える影
響はない。 
 
（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）を適用している。従来の「資本
の部」の合計に相当する金額は 
1,801,483千円である。 
 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
則により作成している。 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

― 
 
 
 
 
 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 
 前中間会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フロ
ーの「その他」に含めて表示していた「無形固定資産の
取得による支出」は重要性が増加したため区分掲記して
いる。 
 なお、前中間会計期間における「無形固定資産の取得
による支出」は534千円である。 

 

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 

                 6,447,201千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 
   建物1,888,238千円、機械及び

設備1,182,289千円及び土地 
959,225千円は、設備資金等借入
金1,490,740千円（長期借入金 
1,272,820千円、１年以内に返済
予定の長期借入金217,920千円）
の担保に供している。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 
額 

                 6,547,873千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 
   建物1,761,784千円、機械及び

設備1,088,341千円及び土地 
959,225千円は、設備資金等借入
金1,272,820千円（長期借入金 
1,054,900千円、１年以内に返済
予定の長期借入金217,920千円）
の担保に供している。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 
額 

                6,441,621千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 
   建物1,826,588千円、機械及び

設備1,144,780千円及び土地 
959,225千円は、設備資金等借入
金1,381,780千円（長期借入金 
1,163,860千円、１年以内に返済
予定の長期借入金217,920千円）
の担保に供している。 

 

（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
    受取利息       379千円 
 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 
    支払利息   21,311千円 
 
※３ 特別損失の内訳 
    固定資産除却損 
           21,651千円 
 
 
４ 減価償却実施額 

    有形固定資産 203,451千円 
    無形固定資産   3,803千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
    受取利息       495千円 
 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 
    支払利息   19,482千円 
 
※３ 特別損失の内訳 
    固定資産除却損 
           42,937千円 
 
 
４ 減価償却実施額 

    有形固定資産 192,517千円 
    無形固定資産   7,783千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
    受取利息       733千円 
 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 
    支払利息   42,066千円  
 
※３ 特別損失の内訳 
    固定資産除却損 
           59,383千円 
    収用関連損失 219,000千円 
 
４ 減価償却実施額 

    有形固定資産 397,885千円 
    無形固定資産   5,880千円 
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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（平成18年2月1日から平成18年7月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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） 

発行済株式     

 普通株式 28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 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） 

自己株式     

 普通株式 178,817 9,320 ― 188,137 

（注）普通株式の自己株式数の増加9,320株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はない。 

 

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年4月27日 
定時株主総会 

普通株式 56,062千円 2.00円 平成18年1月31日 平成18年4月28日 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

    該当事項はない。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 
     （平成17年7月31日現在） 
現金及び預金勘定  483,705千円 
現金及び現金同等物 483,705 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 
     （平成18年7月31日現在） 
現金及び預金勘定  327,449千円 
現金及び現金同等物 327,449 

現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 
     （平成18年1月31日現在） 
現金及び預金勘定  308,199千円 
現金及び現金同等物 308,199 

 

（リース取引関係） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

 該当事項はない。       同  左       同  左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年7月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式           10,276           13,908             3,631 

合計           10,276           13,908            3,631 

２ 時価評価されていない有価証券 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 
非上場株式 

10,000 

 

当中間会計期間末（平成18年7月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式         10,276           23,115           12,838 

合計           10,276           23,115           12,838 

 

前事業年度末（平成18年1月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式           10,276           24,615           14,338 

合計           10,276           24,615           14,338 

２ 時価評価されていない有価証券 

 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 
非上場株式 

10,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

 当社は、金利スワップ取引を行って
いるが、ヘッジ会計を適用しているの
で注記の対象から除いている。 

      同  左       同  左 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（平成18年2月1日から平成18年7月31日まで） 

  該当事項はない。 
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（持分法損益等） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

 該当事項はない。       同  左       同  左 

 

（１株当たり情報） 

 

前中間会計期間 
（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで） 

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで） 

１株当たり純資産額    64.24円 
１株当たり中間純利益    1.62円 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載していな
い。 

１株当たり純資産額    64.29円 
１株当たり中間純利益    3.24円 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載していな
い。 

１株当たり純資産額     63.19円 
１株当たり当期純利益    0.40円 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式が存在しないため記載していな
い。 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
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）

純資産の部の合計額（千円） ―  1,801,483  ―  

純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の
算定に用いられた普通株式に係る純資産額と
の差額（千円） 

―   ―  ―  

普通株式に係る純資産額（千円） ―  1,801,483   ―  

普通株式の発行済株式数（千株） ―  28,210  ―  

普通株式の自己株式数（千株） ―   188  ―  

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（千株） 

―  28,021  ―  

２．１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間会計期間 

（平成17年2月 1日から 
平成17年7月31日まで）

当中間会計期間 
（平成18年2月 1日から 
平成18年7月31日まで）

前事業年度 
（平成17年2月 1日から 
平成18年1月31日まで）

中間（当期）純利益（千円） 45,326  90,846  11,111  

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

―  ―   ―  

普通株主に係る中間（当期） 
純利益（千円） 

45,326  90,846  11,111  

期中平均株式数（千株） 28,038  28,025  28,035  

 


