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１．平成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

平成 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 6,078 (△3.1) 53 (△41.7) 62 (△36.8)

17年８月中間期 6,275 (63.1) 92 (△54.1) 99 (△52.1)

18年２月期 12,013 139 154

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

平成 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 30 (△34.3) 251 96

17年８月中間期 46 (△55.7) 383 55

18年２月期 75 620 84

（注）１．期中平均株式数 平成18年８月中間期 122,325株 平成17年８月中間期 122,325株 平成18年２月期 122,325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

平成 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 3,119 825 26.5 6,749 58

17年８月中間期 3,369 778 23.1 6,360 33

18年２月期 2,472 807 32.6 6,597 62

（注）１．期末発行済株式数　 平成18年８月中間期 122,325株 平成17年８月中間期 122,325株 18年２月期 122,325株

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

２．平成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 12,000 132 65

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　531円37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

平成
18年２月期

 － 100 100

19年２月期（実績）  － －
100

19年２月期（予想）  － 100

（注）上記に掲載した予想数値は、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、上期業績予想に関する事項は、中間決算短信（連結）７ページ「通期の見通し」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  316,469   142,000   109,724   

２　売掛金  1,514,825   1,536,740   1,306,999   

３　たな卸資産  1,203,800   1,114,100   890,493   

４　前渡金  40,101   73,299   13,944   

５　繰延税金資産  48,105   39,392   19,646   

６　その他 ※３ 144,105   113,605   27,622   

７　貸倒引当金  △14,985   △15,325   △12,815   

流動資産合計   3,252,423 96.5  3,003,814 96.3  2,355,614 95.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 22,439   17,485   18,916   

２　無形固定資産  11,996   11,263   12,322   

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  17,549   17,467   17,467   

(2）関係会社長期貸
付金

 41,218   43,404   43,648   

(3）その他  32,026   39,350   38,209   

(4）繰延税金資産  5,171   9,067   9,188   

(5）貸倒引当金  △12,941   △22,691   △22,994   

投資その他の資産
合計

 83,023   86,598   85,519   

固定資産合計   117,459 3.5  115,347 3.7  116,759 4.7

資産合計   3,369,882 100.0  3,119,161 100.0  2,472,373 100.0

           

－ 29 －



  
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　買掛金  154,633   178,753   85,588   

２　短期借入金  2,200,000   1,100,000   1,200,000   

３　一年以内返済
予定長期借入金

 －   100,000   －   

４　未払法人税等  70,410   54,782   6,792   

５　賞与引当金  14,681   18,412   －   

６　その他  152,128   241,570   172,938   

流動負債合計   2,591,854 76.9  1,693,518 54.3  1,465,319 59.3

 Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  －   600,000   200,000   

固定負債合計   － －  600,000 19.2  200,000 8.1

負債合計   2,591,854 76.9  2,293,518 73.5  1,665,319 67.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   170,480 5.1  － －  170,480 6.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  105,060   －   105,060   

資本剰余金合計   105,060 3.1  － －  105,060 4.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  500   －   500   

２　中間（当期）未処
分利益

 501,987   －   531,014   

利益剰余金合計   502,487 14.9  － －  531,514 21.5

資本合計   778,027 23.1  － －  807,054 32.6

負債及び資本合計   3,369,882 100.0  － －  2,472,373 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  170,480 5.5  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   105,060   －   

資本剰余金合計   － －  105,060 3.4  － －

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   500   －   

(2）その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  －   549,602   －   

利益剰余金合計   － －  550,102 17.6  － －

株主資本合計   － －  825,642 26.5  － －

純資産合計   － －  825,642 26.5  － －

負債純資産合計   － －  3,119,161 100.0  － －
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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
事項

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   6,275,509 100.0  6,078,097 100.0  12,013,269 100.0

Ⅱ　売上原価   5,661,590 90.2  5,554,458 91.4  10,897,531 90.7

売上総利益   613,918 9.8  523,639 8.6  1,115,737 9.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  521,495 8.3  469,785 7.7  975,912 8.1

営業利益   92,423 1.5  53,854 0.9  139,825 1.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  22,082 0.3  17,088 0.2  36,775 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  15,454 0.2  8,309 0.1  22,163 0.2

経常利益   99,051 1.6  62,633 1.0  154,437 1.3

Ⅵ　特別利益 ※３  38 0.0  72 0.0  133 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  263 0.1  95 0.0  276 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  98,826 1.5  62,610 1.0  154,294 1.3

法人税、住民税及
び事業税

 67,592   51,414   69,592   

法人税等調整額  △15,683 51,908 0.8 △19,624 31,789 0.5 8,758 78,350 0.7

中間（当期）純利
益

  46,917 0.7  30,821 0.5  75,943 0.6

前期繰越利益   455,070   －   455,070  

中間（当期）未処
分利益

  501,987   －   531,014  
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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18年３月１日 至平成18年８月31日）  

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

 

 

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

  

資本金

繰越利益

剰余金 株主資本合計 純資産合計

平成18年２月28日残高（千円） 170,480 105,060 105,060 500 531,014 531,514 807,054 807,054

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 － － － － △12,233 △12,233 △12,233 △12,233

 中間純利益 － － － － 30,821 30,821 30,821 30,821

 
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） － － － － 18,588 18,588 18,588 18,588

平成18年８月31日残高（千円） 170,480 105,060 105,060 500 549,602 550,102 825,642 825,642
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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

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　有価証券の評価基準及び

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

(1）有価証券

子会社株式

同左 

(1）有価証券

子会社株式

 同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1）デリバティブ

―――――

(1）デリバティブ

　　時価法

(1）デリバティブ

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

(1）商品

車両

　個別法による原価法

(1）商品

車両

同左

(1）商品

車両

同左

 

 

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

(2）貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

 

 

 

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　　15～50年

車両運搬具　　　　　　２年

工具器具及び備品　５～15年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウエア（自社利

用分）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

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

―――――

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

５　繰延資産の処理方法

 

(1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）新株発行費

―――――

(1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

６　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸し倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率等により、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、支給見込額に

基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 

（追加情報）

  当事業年度において給与規程の改

定をいたしております。この結果、

当期は制度変更に伴う特例措置によ

り、翌期において支給予定の賞与の

うち当期の負担に帰属する金額が発

生しないため、当期は賞与引当金を

計上しておりません。

７　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

８　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
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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）

９　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。ただし、特例処理を満たす金

利スワップ取引については、特例

処理を採用しております。

―――――

 

―――――

 

 

 (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 

　金利スワップ取引は、借入金の

変動金利のリスクヘッジを目的と

して行っており、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。

―――――

 

―――――

　

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にしております。

　ただし、特例処理によってい

る金利スワップ取引については、

有効性の評価を省略しておりま

す。

―――――

10　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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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）

―――――

 

（固定資産の減損会計に係る会計基準） 

  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　

825,642千円であります。

  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。

―――――

 

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）

（法人事業税における外形標準課税部分の中

間損益計算書上の表示の方法）

　実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員

会　平成16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

2,230千円を販売費及び一般管理費として処理

しております。

――――― （法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示の方法）

　実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員

会　平成16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割4,063

千円を販売費及び一般管理費として処理して

おります。
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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

16,224千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

22,278千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

20,792千円

※２　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、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※２　消費税等の取扱い

 同左

※２　消費税等の取扱い

同左

（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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

自賠責保険解約返戻金 16,118千円 自賠責保険解約返戻金 14,593千円 自賠責保険解約返戻金 23,703千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 9,859千円 支払利息 5,489千円 支払利息 15,802千円

※３　固定資産の売却益の内訳 ※３　固定資産の売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

車両運搬具 38千円 車両運搬具 72千円 車両運搬具 133千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

①固定資産売却損の内訳 ①固定資産売却損の内訳 ①固定資産売却損の内訳

車両運搬具 62千円 車両運搬具 31千円 車両運搬具 74千円

②固定資産除却損の内訳 ②固定資産除却損の内訳 ②固定資産除却損の内訳

車両運搬具 201千円 車両運搬具 63千円 車両運搬具 201千円

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 3,989千円

無形固定資産 1,332千円

  

有形固定資産 3,741千円

無形固定資産 1,709千円

有形固定資産 9,296千円

無形固定資産 2,936千円

（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３月１日　至 平成18年８月31日）

　　 該当事項はありません。 

なお、当中間会計期間に係る「中間株主資本等変動計算書」については、中間連結財務諸表における注記事項とし

て記載しております。
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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期末残高相当額

 （単位：千円）

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

中間期末

残高相当

額

工具器具及び備品 9,079 4,271 4,807

ソフトウエア 49,661 11,115 38,545

合計 58,740 15,387 43,352

 （単位：千円）

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

中間期末

残高相当

額

工具器具及び備品 12,509 6,334 6,174

ソフトウエア 45,861 19,971 25,890

合計 58,370 26,305 32,065

 （単位：千円）

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

期末残高

相当額

工具器具及び備品 18,259 9,908 8,350

ソフトウエア 46,411 15,898 30,512

合計 64,671 25,807 38,863

(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年以内 12,552千円

１年超 31,953千円

合計 44,505千円

１年以内 12,969千円

１年超 19,476千円

合計 32,446千円

１年以内 13,296千円

１年超 25,985千円

合計 39,282千円

(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 5,621千円

減価償却費相当額 5,415千円

支払利息相当額 262千円

支払リース料 7,045千円

減価償却費相当額 6,798千円

支払利息相当額 209千円

支払リース料 14,423千円

減価償却費相当額 15,552千円

支払利息相当額 594千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

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）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

 同左

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

 同左

 

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

利息相当額の算定方法

同左

有価証券関係

前中間会計期間末（平成17年８月31日現在）

　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８月31日現在）

　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18年２月28日現在）

　子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株当たり純資産額 6,360円33銭

１株当たり中間純利益金額 383円55銭

１株当たり純資産額 6,749円58銭

１株当たり中間純利益金額 251円96銭

１株当たり純資産額 6,597円62銭

１株当たり当期純利益金額 620円84銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　当社は平成17年７月20日をもって１株を５

株に分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度の１株当たりの情

報については、以下のとおりになります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　当社は平成17年７月20日をもって１株を５

株に分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度の１株当たりの情

報については、以下のとおりになります。

１株当たり純資産額 5,976円79銭

１株当たり当期純利益 1,641円49銭

１株当たり純資産額 5,976円79銭

１株当たり当期純利益 1,585円68銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

 

 

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　（注）　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。

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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 46,917 30,821 75,943

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 46,917 30,821 75,943

期中平均株式数（株） 122,325 122,325 122,325

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －
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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）

────── （当社に対する提訴について）

  平成18年２月28日、名古屋地方裁判所にお

いて、原告(有)ドア破産管財人から、当社を

被告として、当社の車両４台の買取契約に係

わる自動車引渡等請求（請求額約10百万円）

が提起されました。

　(有)ドアの代表者は、再生手続の廃止決定

直前の平成17年５月10日、監督委員の同意を

得ることなく、同社が所有していた車両4台を

当社に売却して当該車両を当社に引き渡し、

その代金を振込の方法で受領しました。とこ

ろが、同代表者は、この売却代金を同社に入

金せずに、自らが拐帯したまま行方をくらま

し、現在に至るも所在不明であります。

　原告の主張としては、当該取引は、同社に

残されたもっとも重要な財産であったことか

ら監督命令に該当し、民事再生法54条４項に

違反し無効であるとの事であります。

  平成18年９月15日、同裁判所にて①車両４

台の引渡、②前項の引渡が不能なときには、

9.7百万円及びその利息等の支払を命ずる判決

が出されました。この判決では当社の民事再

生法54条４項但し書の「善意の第三者」であ

り売買契約は有効であるとの主張が認められ

ないため、平成18年９月29日、名古屋高等裁

判所に控訴しました。今後裁判において当社

の主張が正しいことを明らかにする所存であ

ります。

──────
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