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１．18 年９月中間期の業績（平成 18 年３月 21 日～平成 18 年９月 20 日） 
(1) 経営成績                               （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18 年９月中間期 9,546 （  0.9） 598 （   6.3） 584 （  15.7）
17 年９月中間期 9,462 （   7.8） 563 （   3.1） 505 （   5.6）

18 年３月期 19,606 1,060 1,079 
 

 
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９月中間期 401 （  10.9） 26 49 
17 年９月中間期 361 （  12.6） 24 07 

18 年３月期 709 45 61 

(注) ①期中平均株式数 18 年９月中間期 15,154,481 株､17 年９月中間期 15,039,254 株､18 年３月期 15,060,886 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                              （百万円未満切り捨て） 

 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９月中間期 22,604 8,851 39.2  583 08 
17 年９月中間期 22,722 8,513 37.5  565 16 

18 年３月期 20,624 8,740 42.4  577 18 

(注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 15,179,820 株､17 年９月中間期 15,064,464 株､18 年３月期 15,103,320 株 

   ②期末自己株式数    18 年９月中間期 415,230 株､17 年９月中間期 530,586 株､18 年３月期 491,730 株            
 
２．19 年３月期の業績予想（平成 18 年３月 21 日～平成 19 年３月 20 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
  21,200 

百万円
1,180 

百万円 
780 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）51 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３月期 － 15.00 15.00 

19 年３月期(実績) 0.00 － － 

19 年３月期(予想) － 18.00 18.00 

※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ます。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結果となる可能性があります。 
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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９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度の  
要約貸借対照表 

（平成18年３月20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 12,451,344 54.8 12,053,998 53.3 10,393,035 50.4

１．現金及び預金 1,378,371 1,349,981  1,347,086

２．受取手形  932,754 1,029,407  930,784

３．売掛金 3,558,458 3,842,605  3,014,470

４．たな卸資産 5,963,960 5,085,193  4,522,182

５．短期貸付金 241,284 434,552  285,276

６．繰延税金資産 142,720 149,080  2,839

７．その他 255,213 357,199  315,167

８．貸倒引当金 △ 21,417 △ 194,020  △ 24,770

Ⅱ 固定資産 10,271,345 45.2 10,550,835 46.7 10,231,462 49.6

１．有形固定資産 5,492,085 24.2 5,544,929 24.5 5,513,389 26.7

(1）建物 ※1･2 2,597,632 2,514,867  2,557,371

(2）機械及び装置 ※1･2 196,605 172,320  181,595

(3）土地 ※２ 2,487,526 2,621,131  2,526,420

(4）その他 ※1･2 210,321 236,610  248,001

２．無形固定資産 601,239 2.6 533,247 2.4 541,047 2.6

３．投資その他の資産 4,178,020 18.4 4,472,657 19.8 4,177,025 20.3

(1）投資有価証券 2,591,799 2,890,304  2,623,698

(2）長期貸付金 104,801 61,205  102,761

(3）関係会社出資金 1,279,538 1,279,537  1,279,538

(4）その他 421,898 402,479  395,303

(5）貸倒引当金 △ 220,017 △ 160,869  △ 224,275

資産合計 22,722,689 100.0 22,604,834 100.0 20,624,498 100.0

  

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債 10,894,984 47.9 10,122,085 44.8 8,670,405 42.0

１．支払手形 ※５ 2,697,411 2,211,270  2,393,201

２．買掛金  1,174,129 1,429,857  920,624

３．短期借入金 ※２ 3,208,000 3,680,000  1,885,000

４．一年内返済長期借入金 ※２ 2,453,976 893,420  1,897,594

５．未払金 ※5･6 － 1,413,136  1,148,631

６．未払法人税等  32,402 31,322  67,409

７．賞与引当金  356,800 372,700  290,500

８．その他 ※６ 972,265 90,378  67,444

Ⅱ 固定負債  3,313,938 14.6 3,631,634 16.0 3,213,770 15.6

１．長期借入金 ※２ 2,629,370 3,165,695  2,659,077

２．繰延税金負債 291,243 185,926  212,461

３．退職給付引当金 362,662 271,612  330,659

４．その他 30,662 8,400  11,572

負債合計 14,208,923 62.5 13,753,719 60.8 11,884,176 57.6
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前中間会計期間末 
（平成17年９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度の  
要約貸借対照表 

（平成18年３月20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
（％）

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 3,373,552 14.8 － － 3,373,552 16.4

Ⅱ 資本剰余金 2,956,047 13.0 － － 2,956,621 14.3

１．資本準備金 655,289 －  655,289

２．その他資本剰余金 2,300,757 －  2,301,331

Ⅲ 利益剰余金 1,957,750 8.6 － － 2,305,670 11.2

１．利益準備金 302,000 －  302,000

２．任意積立金 988,290 －  988,290

３．中間（当期）未処分利益 667,460 －  1,015,380

Ⅳ その他有価証券評価差額金 404,519 1.8 － － 271,463 1.3

Ⅴ 自己株式 △ 178,103 △0.7 － － △ 166,985 △0.8

資本合計 8,513,766 37.5 － － 8,740,322 42.4

負債及び資本合計 22,722,689 100.0 － － 20,624,498 100.0

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本 － － 8,650,666 38.3 － －

１．資本金 － － 3,373,552 14.9 － －

２．資本剰余金 － － 2,957,559 13.1 － －

(1) 資本準備金 － 655,289  －

(2) その他資本剰余金 － 2,302,269  －

３．利益剰余金 － － 2,457,568 10.9 － －

(1) 利益準備金 － 302,000  －

(2) その他利益剰余金 － 2,155,568  －

別途積立金 － 1,140,000  －

圧縮記帳積立金 － 242,597  －

繰越利益剰余金 － 772,970  －

４．自己株式 － － △ 138,013 △0.6 － －

Ⅱ 評価・換算差額等 － － 200,448 0.9 － －

１．その他有価証券評価差額金 － － 196,539 0.9 － －

２．繰延ヘッジ損益 － － 3,908 0.0 － －

純資産合計 － － 8,851,114 39.2 － －

負債及び純資産合計 － － 22,604,834 100.0 － －
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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21日 
至 平成17年９月20日）

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度の  
要約損益計算書 

（自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20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 9,462,595 100.0 9,546,551 100.0 19,606,556 100.0

Ⅱ 売上原価 6,448,639 68.1 6,397,280 67.0 13,485,161 68.8

 売上総利益 3,013,955 31.9 3,149,270 33.0 6,121,394 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 2,450,674 25.9 2,550,777 26.7 5,061,081 25.8

 営業利益 563,280 6.0 598,492 6.3 1,060,312 5.4

Ⅳ 営業外収益 80,285 0.8 90,819 1.0 254,648 1.3

 １．受取利息 3,848 5,977  7,970

 ２．その他 76,436 84,841  246,677

Ⅴ 営業外費用 138,502 1.5 104,810 1.2 235,354 1.2

 １．支払利息 101,360 73,177  178,339

 ２．その他 37,141 31,632  57,015

 経常利益 505,063 5.3 584,501 6.1 1,079,606 5.5

Ⅵ 特別利益 4,189 0.1 4,588 0.0 723,520 3.7

 １．固定資産売却益 3,187 994  3,187

 ２．投資有価証券売却益 898 1,790  717,886

 ３．貸倒引当金戻入益 103 1,804  2,447

Ⅶ 特別損失 179,452 1.9 183,943 1.9 1,073,232 5.5

 １．たな卸資産処分損 107,162 －  979,190

 ２．固定資産売却除却損 792 6,437  7,543

 ３．投資有価証券売却損 414 －  414

４．投資有価証券評価損 － 773  －

 ５．ゴルフ会員権売却損 1,084 －  1,084

 ６．貸倒引当金繰入額 70,000 176,732  85,000

 税引前中間（当期）純
利益 

329,800 3.5 405,146 4.2 729,895 3.7

 法人税、住民税及び事
業税 

15,656 0.2 15,770 0.2 31,391 0.2

 法人税等調整額 △ 47,812 △0.5 △ 12,071 △0.2 △ 11,371 △0.1

 中間（当期）純利益 361,956 3.8 401,447 4.2 709,875 3.6

 前期繰越利益 305,504 －  305,504

 中間（当期）未処分利益 667,460 －  1,015,380
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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 21 日 至平成 18 年９月 20 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 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益 
準備金 別途 

積立金
圧縮記帳 
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

平成18年３月20日残高 
（千円） 

3,373,552 655,289 2,301,331 2,956,621 302,000 740,000 248,290 1,015,380 2,305,670

中間会計期間中の 
変動額 

 圧縮記帳積立金の 
取り崩し 

△5,692 5,692 －

別途積立金の積立 400,000 △400,000 －

剰余金の配当 △226,549 △226,549

利益処分による 
取締役賞与 

△20,200 △20,200

利益処分による 
監査役賞与 

△2,800 △2,800

中間純利益 401,447 401,447

自己株式の取得 

自己株式の処分 938 938

  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） 

－ － 938 938 － 400,000 △5,692 △242,410 151,897

平成18年９月20日残高 
（千円） 

3,373,552 655,289 2,302,269 2,957,559 302,000 1,140,000 242,597 772,970 2,457,568

 

株主資本 評価・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３月20日残高 
（千円） 

△166,985 8,468,858 271,463 － 271,463 8,740,322

中間会計期間中の 
変動額 

 

 圧縮記帳積立金の 
取り崩し 

－  －

別途積立金の積立 －  －

剰余金の配当 △226,549  △226,549

利益処分による 
取締役賞与 

△20,200  △20,200

利益処分による 
監査役賞与 

△2,800  △2,800

中間純利益 401,447  401,447

自己株式の取得 △4,940 △4,940  △4,940

自己株式の処分 33,913 34,851  34,851

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額(純額) 

△74,924 3,908 △71,015 △71,015

中間会計期間中の 
変動額合計（千円） 

28,972 181,808 △74,924 3,908 △71,015 110,792

平成18年９月20日残高 
（千円） 

△138,013 8,650,666 196,539 3,908 200,448 8,851,114



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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 満期保有目的債券 ──── 満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法）  同左 

 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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） 

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 製品、材料及び仕掛品 製品、材料及び仕掛品 製品、材料及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  建物（建物附属設備を除く。以

下同じ。）は定額法、建物以外は

定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

 建物      ７年～49年 

 機械及び装置     12年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (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、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上

しております。 

同左  従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額を基準として

計上しております。 

 

 －34－



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）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額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５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

度から費用処理することとしてお

ります。 

なお、退職給付債務の計算にあ

たり、前事業年度末は割引率を

2.5％としましたが、当中間期に再

検討し、2.0％に変更しておりま

す。この結果、退職給付債務の額

は、割引率2.5％の場合に比べ

211,493千円増加しております。

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額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５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

度から費用処理することとしてお

ります。 

 

 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。 

 なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５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

度から費用処理することとしてお

ります。 

 なお、退職給付債務の計算にあ

たり、前事業年度までは割引率は

2.5％でしたが、当事業年度に再検

討し、2.0％に変更しております。

この結果、退職給付債務の額は、

割引率2.5％の場合に比べ211,493

千円増加しております。 

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 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクのヘ

ッジについて振当処理の要件を充

たしている場合には振当処理を、

金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。 

同左 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ、通

貨スワップ、通貨オプション 

ヘッジ手段…金利スワップ、通

貨スワップ、通貨オプション、

為替予約 

ヘッジ手段…金利スワップ、通

貨スワップ、通貨オプション、

為替予約 

 ヘッジ対象…借入金、買掛金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利リスク、為替リスクの低減

並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

同左 同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (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

にして判定しております。ただし、

特例処理によっている金利スワッ

プについては有効性の評価を省略

しております。 

同左 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 

(1) 消費税等の会計処理方法 

  消費税等の会計処理方法は、税

抜方式を採用しております。 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 

 (2) 外形標準課税 

（追加情報） 

 「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16,876千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益

が、同額減少しております。 

────── (2) 外形標準課税 

（追加情報） 

 「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36,233千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益

が、同額減少しております。 
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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21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

────── 
（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8,847,206千円であります。 

 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。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

────── （中間貸借対照表） 

「未払金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて負債及び純資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。 
 

なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は775,248

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９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度末 
（平成18年３月20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 

8,790,080千円 8,906,636千円 8,843,351千円

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

(1）担保資産に対応する債務 (1）担保資産に対応する債務 (1）担保資産に対応する債務 

千円 千円 千円 
短期借入金 1,032,050 (812,050) 

長期借入金 
（一年以内返済
予定分を含む） 

3,476,516 (2,726,516) 

合計 4,508,566 (3,538,566) 

  

 
短期借入金 840,000 (620,000)

長期借入金 
（一年以内返済
予定分を含む）

2,388,600 (1,655,270)

合計 3,228,600 (2,275,270)

 

 
短期借入金 830,000 (750,000)

長期借入金 
（一年以内返済
予定分を含む） 

3,269,270 (2,519,270)

合計 4,099,270 (3,269,270)

 
(2）担保に供している資産 (2）担保に供している資産 (2）担保に供している資産 

千円 千円 千円 
建物 2,528,374 (2,408,549) 

機械及び装置 195,475 (195,475) 

土地 2,376,983 (1,611,137) 

その他の有形固
定資産 

51,255 (51,255) 

合計 5,152,088 (4,266,417) 

  

 
建物 2,416,014 (2,314,754)

機械及び装置 171,489 (171,489)

土地 2,376,983 (1,611,137)

その他の有形固
定資産 

54,371 (54,371)

合計 5,018,859 (4,151,753)

 

 
建物 2,458,484 (2,351,840)

機械及び装置 180,627 (180,627)

土地 2,376,983 (1,611,137)

その他の有形固
定資産 

55,173 (55,173)

合計 5,071,268 (4,198,778)

 
（ ）内は、財団抵当分です。 （ ）内は、財団抵当分です。 （ ）内は、財団抵当分です。 

３ 保証債務 ３ 保証債務 ３ 保証債務 

 下記会社の金融機関等からの借入金及

びリース契約について保証を行っており

ます。 

 下記会社の金融機関等からの借入金及

びリース契約について保証を行っており

ます。 

 下記会社の金融機関等からの借入金及

びリース契約について保証を行っており

ます。 

千円 千円 千円 
エムケー興産㈱ 765,677 

エムケー電子㈱ 117,941 

信濃輸送㈱ 17,644 

ビッグトップ㈱ 13,000 

合計 914,262 

 

エムケー興産㈱ 673,197

エムケー電子㈱ 45,381

信濃輸送㈱ 14,932

ビッグトップ㈱ 9,330

合計 742,840

 

 
エムケー興産㈱ 721,937

エムケー電子㈱ 94,161

信濃輸送㈱ 16,288

ビッグトップ㈱ 11,165

合計 843,551

  
４ 受取手形割引高 1,388,165千円 ４ 受取手形割引高 1,044,116千円 ４ 受取手形割引高 1,238,681千円

※５ ────── ※５ 支払手形からファクタリングへ変更 ※５ ────── 

 平成18年９月支払分より、一部仕入先等

への支払方法を、手形からファクタリング

へ移行いたしました。この結果、従来と同

一の方法によった場合と比べ、支払手形は

485,728千円減少し、未払金は同額増加し

ております。 

 

※６ 消費税等の取扱い ※６ 消費税等の取扱い ※６ ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債の｢その他｣に含めて表示し

ております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債の｢未払金｣に含めて表示し

ております。 

 

 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※ 減価償却実施額  ※ 減価償却実施額 ※ 減価償却実施額 

有形固定資産 106,861千円 有形固定資産 105,191千円 有形固定資産 210,775千円

無形固定資産 84,728千円 無形固定資産 48,227千円 無形固定資産 170,621千円
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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 21 日 至平成 18 年９月 20 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（注）１，２ 491,730 7,500 84,000 415,230

合計 491,730 7,500 84,000 415,230

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 7,500 株は、会社法第 165 条第２項に基づく取締役会決議に
よる自己株式の取得による増加 6,000 株、単元未満株式の買取による増加 1,500 株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 84,000 株は、ストック・オプションの権利行使による減少で
あります。 

 

（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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） 

機 械 及 び
装置 549,117 206,732 342,385 

工 具 器 具
及び備品 327,912 200,005 127,906 

そ の 他 有
形 固 定 資
産 

3,961 1,332 2,628 

ソ フ ト ウ
ェア 152,612 99,368 53,243 

合計 1,033,603 507,439 526,164 

  

 

 
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）

機 械 及 び
装置 472,600 240,830 226,769

工 具 器 具
及び備品 388,169 222,659 165,510

そ の 他 有
形 固 定 資
産 

6,106 2,339 3,767

ソ フ ト ウ
ェア 94,246 59,777 34,469

合計 961,123 525,607 430,516

  

 

 
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）

機 械 及 び
装置 582,485 253,415 329,070

工 具 器 具
及び備品 353,658 209,849 143,808

そ の 他 有
形 固 定 資
産 

3,961 1,728 2,232

ソ フ ト ウ
ェア 94,196 54,167 40,029

合計 1,034,302 519,161 515,141

  
（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 
 

 千円

１年内 184,531 

１年超 358,324 

合計 542,856 
  

 
 千円

１年内 166,370

１年超 293,267

合計 459,637
  

 
 千円

１年内 182,279

１年超 364,970

合計 547,250
  

（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 
 

 千円

支払リース料 112,808 

減価償却費相当額 103,220 

支払利息相当額 10,553 
  

 
 千円

支払リース料 107,427

減価償却費相当額 96,299

支払利息相当額 9,527
  

 

 千円

支払リース料 224,993

減価償却費相当額 204,327

支払利息相当額 20,418
  

（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 
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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 
（自 平成 17 年３月 21 日 
至 平成 17 年９月 20 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18 年３月 21 日 

至 平成 18 年９月 20 日） 

前事業年度 
（自 平成 17 年３月 21 日 
至 平成 18 年３月 20 日） 

１株当たり純資産額 565円16銭 

１株当たり中間純利益
金額 

24円07銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

23円89銭 

 

 
１株当たり純資産額 583円08銭

１株当たり中間純利益
金額 

26円49銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

26円35銭

  

 
１株当たり純資産額 577円18銭

１株当たり当期純利益
金額 

45円61銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

44円91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 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益（千円） 361,956 401,447 709,875 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,000 

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （23,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
361,956 401,447 686,875 

期中平均株式数（千株） 15,039 15,154 15,060 

    

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） － － － 

 普通株式増加数（千株） 109 80 232 

 （うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション） 
（109） （80） （232）

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 

該当する潜在株式はあ

りません。 

同左 同左 
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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21日 
至 平成17年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

────── （株式会社ニューストの株式取得（子会

社化）について） 

当社は、平成 18 年 4 月 19 日に民事

再生法に基づく再生手続開始の申立

てを行った株式会社ニューストとの

間で、平成 18 年 5 月 1 日に事業再生

支援の目的で締結いたしました｢民事

再生手続き支援に関する合意書｣に基

づき、裁判所の監督のもと会社再建の

取り組みを進めてまいりました。 

この度、平成 18 年 10 月 11 日付で

東京地方裁判所において同社の再生

計画認可決定が確定されるに至り、こ

れを受けて当社は、平成 18 年 10 月

11 日開催の取締役会において、平成

18 年 10 月 19 日付で、同社の全株を

出資し、子会社化することを決議し、

同日付株式の出資を行いました。 

出資後の当該会社の概要は以下の

とおりです。 

＜株式会社ニューストの概要＞ 

（平成 18 年 10 月 19 日現在） 

①商号 株式会社ニュースト 

②代表者 代表取締役 村石 勝重 

③本店所在地 長野県長野市川中島

四ツ屋 1216 

④主な事業内容 建具工事業、管工

事業 

⑤事業年度の末日 ３月 20 日 

⑥資本金の額 50,000 千円 

 

（株式会社ニューストとの再建支援に

関する合意書締結について） 

当社は、平成 18 年５月１日付で、

平成18年４月19日に東京地方裁判所

に民事再生法適用の申請を行った株

式会社ニューストとの間で、当社がス

ポンサーとして事業再建を支援して

いく旨の合意書を締結いたしました。

合意書および株式会社ニュースト

の概要、ならびに再建支援の目的は以

下のとおりであります。 

(1) 基本合意の主な内容における支援

の骨子 

株式会社ニューストは、再生計画に

基づき 100％減資し、第三者割当増資

により当社の出資による完全子会社

となる予定です。 

(2) 株式会社ニューストの概要 

（平成 18 年４月 20 日現在） 

①商号 株式会社ニュースト 

②設立 昭和 43 年４月 

③本店所在地 長野県長野市川中島

四ツ屋 1216 

④資本金 86,000 千円 

⑤代表者 代表取締役 力 芳明 

⑥主な事業内容 建具工事業、管工

事業 

(3) 再建支援の目的 

株式会社ニューストは、木材とア

ルミを組み合わせた窓枠や窓ガラス

を主体にその他、空調及びパネルな

どの設計、製作、販売、施工までを

行うメーカーで、売上高規模は長野

県内建具工事業者としては上位にラ

ンクされております。 

近年、競争の激化、公共事業の縮

小、民間設備投資減退などの影響に

より、売上が低迷していたことに加

え、バブル期の設備投資負担や新商

品開発投資に伴う借入金負担が資金

繰りを圧迫して、民事再生法の適用

申請に到ったものでありますが、同

社の主力であります窓枠、窓ガラス

等の独自性は市場でも評価されてお

ります。従いまして、今後、生産方

式・管理の改善などの生産合理化や、

販売手法の改善、経費削減を含む経

営改革が図られれば充分採算の取れ

る事業になると考えております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

   また、同社の全国にわたる販売網

や販売チャネル、営業力を当社の事

業、特に情報機器の分野において、

複合営業させることなど有効活用す

れば、当社事業の営業におけるディ

ーラー援助等による効果が期待さ

れ、業績向上に寄与することを企図

しております。 

従いまして、同社の再生を図ると

ともに、シナジー効果により当社グ

ループの総合的収益向上に資するも

のと確信しております。 

 


