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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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 56,372 3.0 781 △40.3 1,156 △17.2

17年８月中間期 54,712 4.6 1,308 △19.6 1,397 △0.8

18年２月期 111,467  2,169  2,464  

 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 403 △41.0 14 03

17年８月中間期 683 △20.7 23 76

18年２月期 1,291  44 05

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 28,745,908株 17年８月中間期 28,757,477株

   18年２月期 28,754,112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であります。

(2)財政状態 （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。

 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 52,406 33,528 64.0 1,166 48

17年８月中間期 51,121 32,702 64.0 1,137 35

18年２月期 51,762 33,712 65.1 1,171 84

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 28,743,311株 17年８月中間期 28,753,276株

   18年２月期 28,747,345株    

 ②期末自己株式数 18年８月中間期 66,370株 17年８月中間期 56,425株

   18年２月期 62,356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 114,300  2,320  800  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 27円83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 － 18.00 18.00

19年２月期（実績） － －  

19年２月期（予想） － 18.00 18.00

※　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９ページを参照して下さい。
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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）
対前中間期
比

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 3,586   3,945   358 4,101   

２．受取手形  354   359   5 381   

３．売掛金  11,299   10,985   △313 10,033   

４．たな卸資産  5,892   6,476   583 6,117   

５．その他  984   746   △238 1,162   

貸倒引当金  △171   △63   107 △159   

流動資産合計   21,946 42.9  22,450 42.8 503  21,636 41.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物・構築
物

 6,703   6,493   △209 6,602   

(2）機械及び装
置

 840   738   △102 794   

(3）土地  6,099   5,936   △162 6,028   

(4）その他  366   402   35 534   

有形固定資産
合計

 14,010   13,570   △439 13,960   

２．無形固定資産  714   1,029   314 895   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※2,3 2,838   3,421   582 3,500   

(2）関係会社株
式

 4,818   4,973   155 4,973   

(3）関係会社長
期貸付金

 4,117   4,317   199 4,230   

(4）その他  3,435   3,330   △105 3,322   

貸倒引当金  △759   △686   73 △757   

投資その他の
資産合計

 14,449   15,356   906 15,270   

固定資産合計   29,175 57.1  29,956 57.2 781  30,126 58.2

資産合計   51,121 100.0  52,406 100.0 1,284  51,762 100.0
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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）
対前中間期
比

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金 ※２ 13,482   11,822   △1,659 11,515   

２．短期借入金  714   2,214   1,500 1,291   

３．未払法人税等  887   279   △608 720   

４．未払消費税等  33   86   52 －   

５．その他 ※３ 1,592   1,720   128 1,401   

流動負債合計   16,709 32.7  16,122 30.8 △586  14,928 28.9

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  858   1,444   586 2,001   

２．退職給付引当
金

 309   346   36 341   

３．役員退職慰労
引当金

 259   180   △78 272   

４．その他  282   783   501 506   

固定負債合計   1,709 3.3  2,754 5.2 1,045  3,121 6.0

負債合計   18,419 36.0  18,877 36.0 458  18,050 34.9

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   8,634 16.9  － － △8,634  8,634 16.7

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  8,377   －   △8,377 8,377   

資本剰余金合計   8,377 16.4  － － △8,377  8,377 16.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  537   －   △537 537   

２．任意積立金            

(1）配当準備
積立金

 920   －   △920 920   

(2）固定資産
圧縮積立
金

 154   －   △154 154   

　　(3）別途積立
金

 10,290   －   △10,290 10,290   

３．中間（当期）
未処分利益

 2,659   －   △2,659 3,268   

利益剰余金合計   14,560 28.5  － － △14,560  15,169 29.3

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  1,184 2.3  － － △1,184  1,593 3.0

Ⅴ　自己株式   △54 △0.1  － － 54  △62 △0.1

資本合計   32,702 64.0  － － △32,702  33,712 65.1

負債資本合計   51,121 100.0  － － △51,121  51,762 100.0
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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）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 8,634 16.4 8,634 － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 8,377 8,377 －

(2）その他資本
剰余金

 － －  －

資本剰余金合
計

 － － 8,377 16.0 8,377 － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 537 537 －

(2）その他利益
剰余金

     

配当積立金  － 920 920 －

固定資産圧
縮積立金

 － 147 147 －

別途積立金  － 10,990 10,990 －

繰越利益剰
余金

 － 2,435 2,435 －

利益剰余金合
計

 － － 15,030 28.7 15,030 － －

４．自己株式  － － △67 △0.1 △67 － －

株主資本合計  － － 31,974 61.0 31,974 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１．その他有価証
券評価差額金

 － － 1,536 2.9 1,536 － －

２．繰延ヘッジ損
益

 － － 17 0.1 17 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 1,554 3.0 1,554 － －

純資産合計  － － 33,528 64.0 33,528 － －

負債純資産合計  － － 52,406 100.0 52,406 － －
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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）

対前中間期比
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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   54,712 100.0  56,372 100.0  1,660  111,467 100.0

Ⅱ　売上原価   47,514 86.8  49,529 87.9  2,014  97,370 87.4

売上総利益   7,197 13.2  6,843 12.1  △354  14,097 12.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  5,889 10.8  6,062 10.7  172  11,927 10.7

営業利益   1,308 2.4  781 1.4  △527  2,169 1.9

Ⅳ　営業外収益             

１．受取利息  24   26   2  50   

２．その他 ※１ 273 298 0.6 458 485 0.9 185 187 588 639 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  209 0.4  110 0.2  △98  344 0.3

経常利益   1,397 2.6  1,156 2.1  △240  2,464 2.2

Ⅵ　特別利益 ※３  502 0.9  86 0.1  △416  535 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4,5  466 0.9  183 0.3  △283  581 0.5

税引前中間
（当期)純利益

  1,432 2.6  1,059 1.9  △373  2,418 2.2

法人税、住民
税及び事業税

 818   297   △521  1,217   

法人税等調整
額

 △69 749 1.4 358 655 1.2 427 △94 △90 1,126 1.0

中間（当期）
純利益

  683 1.2  403 0.7  △279  1,291 1.2

前期繰越利益   1,976   －     1,976  

中間（当期）
未処分利益

  2,659   －     3,268  
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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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計配当準備

積立金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日　残高

（百万円）
8,634 8,377 8,377 537 920 154 10,290 3,268 15,169 △62 32,118

中間会計期間中の変動額

利益処分による固定資産圧

縮積立金の取崩（百万円）
     △4  4 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩

（百万円）
     △2  2 －  －

別途積立金の積立（百万

円）
      700 △700 －  －

剰余金の配当（百万円）        △517 △517  △517

利益処分による役員賞与

（百万円）
       △25 △25  △25

中間純利益（百万円）        403 403  403

自己株式の取得（百万円）          △5 △5

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）（百万円）

           

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － △6 700 △832 △139 △5 △144

平成18年８月31日　残高

（百万円）
8,634 8,377 8,377 537 920 147 10,990 2,435 15,030 △67 31,974

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年２月28日　残高

（百万円）
1,593 － 1,593 33,712

中間会計期間中の変動額

利益処分による固定資産圧縮

積立金の取崩（百万円）
   －

固定資産圧縮積立金の取崩

（百万円）
   －

別途積立金の積立（百万円）    －

剰余金の配当（百万円）    △517

利益処分による役員賞与（百

万円）
   △25

中間純利益（百万円）    403

自己株式の取得（百万円）    △5

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△56 17 △39 △39

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△56 17 △39 △183

平成18年８月31日　残高

（百万円）
1,536 17 1,554 33,528
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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

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）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(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

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）

 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

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）たな卸資産

商品及び製品

先入先出法に基づく原価法

原材料

先入先出法に基づく原価法

仕掛品

先入先出法に基づく原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

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、関係会社に対する賃

貸不動産については定額法に

よっております。また、平成10

年４月１日以降に取得した建物

（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。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物

10～31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

ソフトウェア

自社利用のソフトウェアにつ

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）投資その他の資産のその他

（賃貸不動産）

定額法

　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

７～31年

(3）投資その他の資産のその他

（賃貸不動産）

同左

(3）投資その他の資産のその他

（賃貸不動産）

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）

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

能性を検討して回収不能見込額を

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）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発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、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年数（10

年）による定率法により算出した

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。

(2）退職給付引当金

同左

(2）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

計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、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

（10年）による定率法により算出

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

　 (3）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、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）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

額を計上しております。

４．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、期末日の

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。

５．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

－ 45 －



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）

６．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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

手段：為替予約

対象：輸入仕入による外貨建買

入債務及び外貨建予定債

務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　為替相場変動リスクをヘッジす

るため実需に基づく予定取引を対

象として社内管理規程に基づく承

認を経て行なっております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　取引の全てが将来の購入予定に

基づくものであり、実行の可能性

が極めて高いため有効性の判定は

省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引については、ヘッ

ジ対象の相場変動の累計とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、

両者の変動額を基礎にして、ヘッ

ジ有効性を評価しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．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

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成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）

――――――――――

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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。これによる損益への影響は軽

微であります。

　なお、役員賞与引当金は、中間貸借

対照表の流動負債「その他」に計上し

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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、33,511百万円であります。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

――――――――――

 

（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」

（「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）が平成16年３月31

日以降に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間より同会計基

準及び同適用指針を適用しております。

これにより、税引前中間純利益は420百

万円減少しております。

　なお、減損損失累計額につきまして

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。

 ――――――――――

 

（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」

（「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）が平成16年３月31

日以降に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったこと

に伴い、当事業年度より同会計基準及

び同適用指針を適用しております。こ

れにより、税引前当期純利益は491百万

円減少しております。

　なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の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。
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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）

(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につい

て）

　「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

日以後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

41百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益はそれぞれ同額

減少しております。

――――――― (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について）

　「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

日以後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、

当事業年度から「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

77百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益はそれぞれ同額

減少しております。
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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 ※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

     9,841百万円 10,434百万円       10,100百万円

※２　担保資産及び担保付債務

現金及び預金 82百万円

投資有価証券 25

計 107

上記物件について、当社及び子会社㈱マ

ルフジの取引保証（当社買掛金198百万円、

子会社買掛金29百万円）の担保に供して

おります。

※２　担保資産及び担保付債務

現金及び預金   82百万円

投資有価証券 40

計 122

上記物件について、当社及び子会社㈱マ

ルフジの取引保証（当社買掛金165百万円、

子会社買掛金16百万円）の担保に供して

おります。

※２　担保資産及び担保付債務

現金及び預金 82百万円

投資有価証券 35

計 117

上記物件について、当社及び子会社㈱マ

ルフジの取引保証（当社買掛金149百万円、

子会社買掛金15百万円）の担保に供して

おります。

※３　投資有価証券のうち５百万円は、前払

式証票の規則等に関する法律に基づき、

流動負債の「その他」のうち10百万円の

供託に供しております。

 

※３　投資有価証券のうち５百万円は、前払

式証票の規則等に関する法律に基づき、

流動負債の「その他」のうち10百万円の

供託に供しております。

 

※３　投資有価証券のうち５百万円は、前払

式証票の規則等に関する法律に基づき、

流動負債の「その他」のうち９百万円の

供託に供しております。

 

　４　偶発債務 　４　偶発債務 　４　偶発債務

　下記関係会社等の金融機関からの借入

等に対し、債務保証を行っております。

　下記関係会社等の金融機関からの借入

等に対し、債務保証を行っております。

　下記関係会社等の金融機関からの借入

等に対し、債務保証を行っております。

㈲キロサ肉畜生産セ

ンター
2,894百万円

御殿場高原ビール㈱ 264

その他（４件）  405

計 3,565

㈲キロサ肉畜生産セ

ンター
  1,621百万円

米久ベンディング㈱ 200

その他（５件） 359

計 2,180

㈲キロサ肉畜生産セ

ンター
     1,564百万円

御殿場高原ビール㈱ 250

その他（６件） 457

計 2,271

　５　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当中間会計期間末日における当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約に係る

借入未実行残高は次のとおりであります。

　５　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行８行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当中間会計期間末日における当座貸越

契約及び貸出コミットメント契約に係る

借入未実行残高は次のとおりであります。

　５　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行８行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当事業年度末日における当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約に係る借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

    11,500百万円

借入実行残高 －

差引額 11,500

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

11,500百万円

借入実行残高 1,000

差引額 10,500

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

     11,500百万円

借入実行残高 －

差引額 11,500
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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　営業外収益のその他の主要な内訳 ※１　営業外収益のその他の主要な内訳 ※１　営業外収益のその他の主要な内訳

賃貸不動産収入  145百万円

為替差益  60

受取配当金 261百万円

賃貸不動産収入 148

受取配当金 104百万円

賃貸不動産収入 292

為替差益 74

※２　営業外費用の主要な内訳 ※２　営業外費用の主要な内訳 ※２　営業外費用の主要な内訳

支払利息   9百万円

賃貸不動産費用  90

関係会社貸付金に係

る貸倒引当金繰入額
 90

支払利息 17百万円

賃貸不動産費用 85

支払利息 24百万円

賃貸不動産費用 181

関係会社貸付金に係

る貸倒引当金繰入額
111

※３　特別利益の主要な内訳 ※３　　　―――――――――― ※３　特別利益の主要な内訳

為替予約解約益 502百万円   為替予約解約益 502百万円

※４　特別損失の主要な内訳 ※４　　　―――――――――― ※４　特別損失の主要な内訳

減損損失 420百万円   減損損失 491百万円

※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて、減損損失を計

上しました。

※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて、減損損失を計

上しました。

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて、減損損失を計上し

ました。

用途 場所 種類 

遊休資産 静岡県沼津市他 土地 

遊休資産 三重県志摩市 土地・建物 

　当社は減損損失を把握するに当たり、

製品群別に資産のグルーピングを行って

おります。また、賃貸用資産及び遊休資

産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。

　その結果、遊休資産については、帳簿

価額に比し著しく時価が下落しているこ

とから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（420百万円、

うち建物２百万円、土地417百万円）とし

て特別損失に計上しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は、不動産鑑定評価による評価額をも

とに正味売却価額により算定しておりま

す。

用途 場所 種類 

賃貸用資産静岡県富士宮市
建物・構築物

他

　当社は減損損失を把握するに当たり、

製品群別に資産のグルーピングを行って

おります。また、賃貸用資産及び遊休資

産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。

　その結果、賃貸用資産については、将

来的なキャッシュ・フローが帳簿価額を

下回っており、今後の利用見込みもない

ものについて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（80百

万円、うち建物・構築物80百万円、その

他０百万円）として特別損失に計上して

おります。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は正味売却可能価額により測定してお

り、事業用資産については零円で算定し

ております。

用途 場所 種類 

遊休資産 静岡県沼津市他 土地 

遊休資産 三重県志摩市 土地・建物 

　当社は減損損失を把握するに当たり、

製品群別に資産のグルーピングを行って

おります。また、賃貸用資産及び遊休資

産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。

　その結果、遊休資産については、帳簿

価額に比し著しく時価が下落しているこ

とから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（491百万円、

うち建物２百万円、土地488百万円）とし

て特別損失に計上しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は、不動産鑑定評価による評価額及び

売却予定額をもとに正味売却価額により

算定しております。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 396百万円

無形固定資産 43

有形固定資産 370百万円

無形固定資産 33

有形固定資産  809百万円

無形固定資産 84

（中間株主資本等変動計算書関係）

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 62,356 4,014 － 66,370

合計 62,356 4,014 － 66,370

（注）当中間会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取によるものであります。
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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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 909 488 421

有形固定資産
その他

   

（車両運搬
具）

487 198 288

（工具、器具
及び備品）

257 119 138

その他 54 36 17

合計 1,708 843 865

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 786 381 405

有形固定資産
その他

   

（車両運搬
具）

501 226 274

（工具、器具
及び備品）

293 163 130

その他 45 30 15

合計 1,627 801 825

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械及び装置 931 466 464

有形固定資産
その他

   

（車両運搬
具）

518 243 274

（工具、器具
及び備品）

283 131 152

その他 45 23 22

合計 1,778 864 913

(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 266百万円

１年超 579

合計 846

１年内 271百万円

１年超 531

合計 802

１年内 267百万円

１年超 581

合計 848

(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 193百万円

減価償却費相当額 164

支払利息相当額 7

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 151

支払利息相当額 6

支払リース料 384百万円

減価償却費相当額 326

支払利息相当額 14

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内  48百万円

１年超 12

合計 60

１年内 13百万円

１年超 1

合計 15

１年内 29百万円

１年超 4

合計 33
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末　（平成17年８月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 728 7,410 6,681

合計 728 7,410 6,681

　当中間会計期間末　（平成18年８月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 728 10,647 9,918

合計 728 10,647 9,918

　前事業年度末　（平成18年２月28日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 728 11,895 11,166

合計 728 11,895 11,166

（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）

 １.子会社の清算

　平成18年10月27日開催の取締役会において、連結子会社である㈲米久朝霧ファーム（当社出資比率100％）の清算を

決議いたしました。

 (1) 清算される子会社の概要

 ① 社名

 ㈲米久朝霧ファーム

 ② 所在地

 静岡県富士宮市

 ③ 資本金

 10百万円

 ④ 主な事業内容

 キノコ類の生産

 (2) 清算の理由

　㈲米久朝霧ファームは、平成５年の設立以来、キノコ類の製造及び販売の事業を展開しておりましたが、当該事

業を取り巻く環境の変化により生産物の市場が縮小し、今後の需要回復見込が極めて低いため、清算することとい

たしました。

 (3) 当該事業の損益に与える影響額

　清算により見込まれる損失額は、当期において貸倒引当金繰入額（19百万円）として計上済みであります。

　清算手続結了時（平成19年２月予定）において、保有資産の処分状況によっては、追加的に費用が発生する可能

性がありますが、その影響は軽微であると考えております。
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