
  

 
平成１９年２月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年10月12日

上場会社名  上場取引所 東証１・大証１

コード番号 ７４２７  本社所在都道府県 兵庫県

（ＵＲＬ　http://www.echotd.co.jp/）

代    表    者 役職名 代表取締役社長 氏名 高　橋　一　彦  

問合せ先責任者 役職名
取締役兼執行役員

財務本部長
氏名 堀　　　和　仁 　　　　 　ＴＥＬ（0798）41－8317

決算取締役会開催日 平成18年10月12日   配当支払開始日 平成18年11月10日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）     

１．18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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８月中間期 28,480 4.5 448 8.0 450 5.4

17年８月中間期 27,257 4.6 415 △14.6 427 △16.1

18年２月期 53,506  503  506  

 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８月中間期 240 △4.0 40 21

17年８月中間期 250 1.9 48 26

18年２月期 403  71 32

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 5,973,840株 17年８月中間期 5,183,756株 18年２月期 5,430,398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８月中間期 18,191 7,427 40.8 1,241 47

17年８月中間期 17,092 6,403 37.5 1,225 35

18年２月期 16,313 7,339 45.0 1,228 70

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 5,982,596株 17年８月中間期 5,225,696株 18年２月期 5,960,596株

 ②期末自己株式数 18年８月中間期 150株 17年８月中間期 150株 18年２月期 150株

２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 57,000  760  424  

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 70円96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２月期 10.00 25.00 35.00

19年２月期（実績） 10.00 －
20.00

19年２月期（予想） － 10.00

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。
経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性がありま
す。
なお、上記業績予想に関する事項は、平成19年２月期中間決算短信（連結）の４～５頁を参照してください。
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添付資料

(1) 個別中間財務諸表等
(1)- 1 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28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  1,003,530   1,555,415   1,634,330   

２．受取手形  984,946   815,102   614,409   

３．売掛金  8,241,393   8,829,861   6,921,807   

４．たな卸資産  2,194,010   2,345,376   2,374,370   

５．未収入金  1,271,947   1,083,995   1,136,476   

６．その他  689,864   714,968   707,016   

７．貸倒引当金  △162,001   △1,000   △1,000   

流動資産合計   14,223,691 83.2  15,343,719 84.3  13,387,411 82.1

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 533,864   485,904   508,430   

２．土地 ※２ 611,230   575,426   611,230   

３．その他  25,646   54,434   31,192   

有形固定資産合計   1,170,742 6.8  1,115,765 6.1  1,150,853 7.1

(2）無形固定資産   106,196 0.6  98,092 0.6  97,091 0.5

(3）投資その他の資産           

１．投資その他の資産  1,912,238   2,235,175   2,276,442   

２．貸倒引当金  △319,979   △601,619   △598,206   

投資その他の資産合
計

  1,592,258 9.4  1,633,556 9.0  1,678,235 10.3

固定資産合計   2,869,197 16.8  2,847,414 15.7  2,926,180 17.9

資産合計   17,092,888 100.0  18,191,133 100.0  16,313,592 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28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  1,013,577   1,005,204   903,382   

２．買掛金  5,780,614   6,424,719   4,889,072   

３．短期借入金 ※２ 1,250,000   1,300,000   1,300,000   

４．未払法人税等  199,651   150,041   145,519   

５．賞与引当金  64,700   52,300   56,200   

６．その他  985,447   1,039,044   885,469   

流動負債合計   9,293,989 54.4  9,971,310 54.8  8,179,643 50.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,000,000   400,000   400,000   

２．退職給付引当金  123,771   126,396   118,731   

３．その他  271,812   266,214   275,312   

固定負債合計   1,395,584 8.1  792,610 4.4  794,044 4.9

負債合計   10,689,574 62.5  10,763,921 59.2  8,973,688 55.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,513,109 8.9  － －  1,963,386 12.0

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,456,647   －   1,906,575   

資本剰余金合計   1,456,647 8.5  － －  1,906,575 11.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  84,922   －   84,922   

２．任意積立金  2,750,000   －   2,750,000   

３．中間（当期）未処分
利益

 536,902   －   637,842   

利益剰余金合計   3,371,825 19.7  － －  3,472,765 21.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  61,920 0.4  － －  △2,634 △0.0

Ⅴ　自己株式   △188 △0.0  － －  △188 △0.0

資本合計   6,403,314 37.5  － －  7,339,903 45.0

負債・資本合計   17,092,888 100.0  － －  16,313,592 100.0

           

－ 3 －



  
前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28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   － －  1,970,558 10.8  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,913,747   －   

資本剰余金合計   － －  1,913,747 10.5  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   84,922   －   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   2,900,000   －   

繰越利益剰余金  －   562,919   －   

利益剰余金合計   － －  3,547,842 19.5  － －

４．自己株式   － －  △188 △0.0  － －

株主資本合計   － －  7,431,959 40.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  △4,747 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  △4,747 △0.0  － －

純資産合計   － －  7,427,212 40.8  － －

負債・純資産合計   － －  18,191,133 100.0  － －
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(1)- 2 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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   27,257,699 100.0  28,480,356 100.0  53,506,372 100.0

Ⅱ　売上原価   23,703,870 87.0  24,912,317 87.5  46,896,420 87.6

売上総利益   3,553,828 13.0  3,568,038 12.5  6,609,951 12.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,138,211 11.5  3,119,336 10.9  6,106,196 11.5

営業利益   415,617 1.5  448,702 1.6  503,755 0.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  38,962 0.2  28,704 0.1  62,498 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  26,831 0.1  26,585 0.1  60,097 0.1

経常利益   427,748 1.6  450,820 1.6  506,156 0.9

Ⅵ　特別利益   210 0.0  99 0.0  297,835 0.6

Ⅶ　特別損失 ※３  4,414 0.0  35,933 0.1  135,599 0.3

税引前中間（当期）
純利益

  423,543 1.6  414,986 1.5  668,393 1.2

法人税、住民税及び
事業税

 177,137   135,801   311,561   

法人税等調整額  △3,771 173,365 0.7 38,997 174,799 0.7 △46,543 265,018 0.4

中間（当期）純利益   250,177 0.9  240,187 0.8  403,374 0.8

前期繰越利益   286,724   －   286,724  

中間配当額   －   －   52,256  

中間（当期）未処分
利益

  536,902   －   637,842  
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(1)- 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３月１日　至平成18年８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 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18年２月28日　残高

（千円）
1,963,386 1,906,575 84,922 2,750,000 637,842 3,472,765 △188 7,342,538

中間会計期間中の変動額

新株の発行 7,172 7,172 － － － － － 14,344

別途積立金の積立 － － － 150,000 △150,000 － － －

剰余金の配当 － － － － △149,014 △149,014 － △149,014

利益処分による役員賞与 － － － － △16,095 △16,095 － △16,095

中間純利益 － － － － 240,187 240,187 － 240,187

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）
7,172 7,172 － 150,000 △74,923 75,076 － 89,420

平成18年８月31日　残高

（千円）
1,970,558 1,913,747 84,922 2,900,000 562,919 3,547,842 △188 7,431,959

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年２月28日　残高

（千円）
△2,634 7,339,903

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － 14,344

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 － △149,014

利益処分による役員賞与 － △16,095

中間純利益 － 240,187

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△2,112 △2,112

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,112 87,308

平成18年８月31日　残高

（千円）
△4,747 7,427,212
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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に

よっております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…同左

(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）によっており

ます。

その他有価証券

時価のあるもの

…中間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）によってお

ります。

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）によっております。

 時価のないもの

…移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

…同左

時価のないもの

…同左

 (2）たな卸資産

商品

　…総平均法による原価法によっ

ております。

(2）たな卸資産

商品

…同左

(2）たな卸資産

商品

…同左

 貯蔵品

　…最終仕入原価法によっており

ます。

貯蔵品

…同左

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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備を

除く。）については、定額法を採

用しております。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備を

除く。）については、定額法を採

用しております。

(1）有形固定資産

同左

 　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建　物　　８年～31年

　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建　物　　７年～31年

　

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

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

　定額法によっております。

(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。

(1）貸倒引当金

同左

(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の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当中間期負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上しておりま

す。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間期末における退職給付債務

及び年金資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上しておりま

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、

当期末における退職給付債務見込

額及び年金資産の額に基づき、必

要と認められる額を計上しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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。

同左 同左

５．その他中間財務諸表（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。なお、仮払消費

税等と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。

同左 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

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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。これにより税引前中間

純利益は35,804千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

7,427,212千円であります。

　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。

 ──────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　「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日以降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及び資本割につ

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

10,468千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が10,468千円

減少しております。

────── 　「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日以降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、

当期から「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

加価値割及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

22,894千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が22,894千円

減少しております。

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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28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

853,829千円 912,321千円 884,000千円

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。

※２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産

建物    82,435千円

土地   220,500千円

計 302,935千円

建物 75,765千円

土地 220,500千円

計 296,265千円

建物 78,943千円

土地 220,500千円

計 299,443千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 220,000千円

長期借入金 600,000千円

計 820,000千円

短期借入金 470,000千円

長期借入金 350,000千円

計 820,000千円

短期借入金 470,000千円

長期借入金 350,000千円

計 820,000千円

　３　受取手形割引高 　３　受取手形割引高 　３　受取手形割引高

1,630,970千円 1,457,916千円 1,511,649千円
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

受取利息 3,918千円

受取賃貸料 10,609千円

受取利息 3,761千円

受取賃貸料 10,702千円

受取利息 7,662千円

受取賃貸料 21,365千円

※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

支払利息 14,973千円

手形売却損 5,608千円

支払利息 13,138千円

手形売却損 3,665千円

貸倒引当金繰

入額

4,559千円

支払利息  29,615千円

手形売却損 8,819千円

新株発行費 11,845千円

※３　　　　────── ※３　減損損失

　当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。

※３　　　　──────

場所 用途 種類

岡山県赤磐市 遊休資産 土地

鳥取県西伯郡
伯耆町

遊休資産 土地

　当社は、管理会計上の事業区分

に基づく事業所単位をキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単

位とし、本社等の全事業用資産は

共用資産としてグルーピングして

おります。

　なお、遊休資産については個別

に取り扱っております。

　上記の資産については、土地の

取得価額に対する時価の著しい下

落により、正味売却価額が帳簿価

額を下回ることとなりましたので、

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

（35,804千円）として特別損失に

計上しました。

　なお、当該資産の回収可能価額

は、正味売却価額（主として路線

価による相続税評価額を使用）を

採用しております。

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 28,968千円

無形固定資産 3,485千円

有形固定資産 30,305千円

無形固定資産 10,249千円

有形固定資産 59,139千円

無形固定資産 13,490千円
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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（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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）

普通株式 150 － － 150

合計 150 － － 150

 

－ 11 －



（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．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

１．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

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

349,815 193,855 155,959

無形固定
資産

209,150 107,227 101,923

合計 558,966 301,083 257,882

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

289,397 187,001 102,395

無形固定
資産

160,743 95,286 65,456

合計 450,140 282,288 167,852

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具及び
備品

290,865 176,208 114,656

機械及び
装置

31,363 16,252 15,110

無形固定
資産

211,488 127,466 84,022

合計 533,717 319,927 213,789

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 101,093千円

１年超 167,280千円

計 268,373千円

１年内 78,618千円

１年超 95,803千円

計 174,422千円

１年内 94,245千円

１年超 127,981千円

計 222,227千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 57,241千円

減価償却費相当

額
54,141千円

支払利息相当額 1,955千円

支払リース料 50,540千円

減価償却費相当

額
47,266千円

支払利息相当額 1,432千円

支払リース料 111,672千円

減価償却費相当

額
104,913千円

支払利息相当額 3,603千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 4,462千円

１年超 8,668千円

計 13,131千円

１年内 4,442千円

１年超 9,755千円

計 14,197千円

１年内 3,870千円

１年超 7,029千円

計 10,900千円
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 1,225円35銭

１株当たり中間純利益
金額

48円26銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

47円16銭

１株当たり純資産額 1,241円47銭

１株当たり中間純利益
金額

40円21銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

39円82銭

１株当たり純資産額 1,228円70銭

１株当たり当期純利益
金額

71円32銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

69円96銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金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 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 250,177 240,187 403,374

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 16,095

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (16,095)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
250,177 240,187 387,279

期中平均株式数（株） 5,183,756 5,973,840 5,430,398

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円）  － － －

（うち支払利息(税額相当額控除

後)）
(－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 121,249 58,078 105,037

（うち新株予約権）  (121,249) (58,078) (105,037)

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

平成17年10月17日開催の取締役会の決

議に基づき、次のとおり一般募集によ

る新株の発行及びオーバーアロットメ

ントによる売出しに関連する第三者割

当による新株の発行を行っておりま

す。 

１．（一般募集による新株の発行）

 

(1)　発行新株式数

普通株式 600,000 株 

(2)　発行価額

１株につき 1,253.50 円 

(3)　発行価額の総額

 752,100 千円

(4)　資本組入額

１株につき 627 円 

(5)　資本組入額の総額

 376,200 千円

(6)　払込期日

平成17年11月２日

(7)　配当起算日

平成17年９月１日

(8)　資金の使途

物流システム代替のための設備

投資資金、ペットの専門商材を

製造販売するメーカーの買収資

金、借入金の返済資金に充当す

る予定であります。

　なお、平成17年11月２日にて払込

が完了し、この結果、資本金は

1,891,917千円、発行済株式総数は

5,833,846株となっております。

連結子会社の解散

　当社は、平成18年９月28日開催の取

締役会において、当社の連結子会社で

あるベリーエース株式会社を解散し清

算を行うことを決議いたしました。平

成19年１月31日までに清算結了を予定

しております。

１．ベリーエース株式会社の概要

　　商号：ベリーエース株式会社

　　事業内容：不動産の賃貸業

　　資本金：45百万円

　　持分比率：当社100％

２．当該事象の損益に与える影響額

　　　当社は、当該連結子会社株式に

ついては過年度において評価減し

ており、また当該連結子会社に対

する貸付金520百万円のうち、回収

不能見込額284百万円についても過

年度において貸倒引当金に計上し

ておりますので平成19年２月期の

損益に与える影響額は軽微であり

ます。

 ──────

２．（第三者割当による新株の発行）

(1)　発行新株式数

普通株式 100,000 株 

(2)　発行価額

１株につき 1,253.50 円 

(3)　発行価額の総額

 125,350 千円

(4)　資本組入額

１株につき 627 円 

(5)　資本組入額の総額

 62,700 千円

(6)　払込期日

平成17年11月24日

(7)　配当起算日

平成17年９月１日
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(8)　割当先及び株式数

野村證券株

式会社
100,000 株 

(9)　資金の使途

物流システム代替のための設備

投資資金、ペットの専門商材を

製造販売するメーカーの買収資

金、借入金の返済資金に充当す

る予定であります。

　なお、平成17年11月24日にて払込

が完了し、この結果、資本金は

1,954,617千円、発行済株式総数は

5,933,846株となっております。また、

これらには、平成17年11月１日から

平成17年11月24日までの新株予約権

の権利行使により増加したものは含

まれておりません。

（発行済株式数の増加）

　平成14年５月23日定時株主総会決議により発行した新株予約権の権利行使に伴う新株式を発行いたしました。これ

により資本金は7,172千円、資本準備金は7,172千円増加しております。 

発行形態 発行株式数 発行価格 資本組入額

新株予約権の行使による増加 22,000株 １株につき　652円 １株につき　326円 
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