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１．18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）連結経営成績 （記載金額は、単位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9月中間期 22,231 3.3 749 1.4 927 △0.9

17年9月中間期 21,531 21.7 739 △0.0 936 4.4

18年3月期 43,707 1,677 2,029

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

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年9月中間期 563 13.3 26.87 －

17年9月中間期 497 △6.9 23.72 －

18年3月期 1,187 56.42 －
（注）① 持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円

② 期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 20,964,631株 17年9月中間期 20,964,744株 18年3月期 20,964,698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）連結財政状態 （記載金額は、単位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9月中間期 24,376 10,408 42.3 492.35

17年9月中間期 23,500 9,573 39.9 447.78

18年3月期 22,610 10,099 44.0 474.62
（注）① 期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 20,964,554株 17年9月中間期 20,964,738株 18年3月期 20,964,644株

② 比較対照を明瞭にするため、17年9月中間期及び18年3月期の純資産については、「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）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用し

て、修正の上、表示しております。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。）

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 1,103 △248 △257 3,389

17年9月中間期 668 △13 △229 4,236

18年3月期 1,437 8 △2,465 2,791

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 2社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 49,000 2,250 1,350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　64円39銭
※　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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可
能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料
の8～9ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　企業集団としては、㈱高速（当社）ならびに下記の連結子会社10社（平成18年9月30日現在）により構成されており、

事業として食品軽包装資材の製造、販売を主な内容とし、別にコンピューター・ソフトウェア等の販売などの事業活動

を実施しております。

　その他の関係会社として高速興産㈱があり、当社が事務代行を受託しておりますが、主たる事業における取引はござ

いません。

　また、28ページの「重要な後発事象」に記載のとおり、平成18年10月16日をもちまして、名古屋市守山区に本店を置

く昌和物産株式会社の発行済み株式の64.82％を取得し、従来の保有分と合わせて70％を所有するにいたりました。

　当社グループの事業に関わる事業内容及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。

(1）包装資材等製造販売事業

　当社は包装容器（トレー、折箱、弁当容器等）、フィルム、ポリ袋、各種シール類、包装機械などの販売を行って

おります。連結子会社の事業内容については、下記をご参照ください。

　店舗設備販売なども客先、販売方法、必要とするスキルなどが共通のため、この事業セグメントに含めております。

(2）その他の事業

　当社が自社のシステム開発にて得た利用技術、成果物などを外部へ販売する「コンピューター及び周辺機器ならび

にソフトウェアの販売」、「コンピューター・ソフトウェアの企画、開発及び導入指導」を事業としております。現

在のところ、グループの中では当社のみが営業しております。

　関係会社の取扱商品等は次のとおりです。

会社名 資本的関係 業務形態 取扱商品等 連結関係

高速シーリング㈱ ㈱高速が100％所有
シール、ラベル印刷

等

シール、ラベル、チラシ、紙器等の

デザイン、企画、製造
連結子会社

高速フレンドリー㈱ 〃
包装資材、事務消耗

品等販売

ポリ袋、事務消耗品、再生トナー等

の販売
〃

高速旭包装㈱ 〃
包装資材、包装機械

の販売

トレー、弁当容器、ポリ袋、フィル

ム等の販売
〃

㈱清和 〃
茶関連包装資材の製

造、販売
茶袋、包装紙、紙器の製造、販売 〃

富士パッケージ㈱ 〃
印刷紙器の製造、販

売

菓子箱等の印刷紙器の製造、販売及

び食品軽包装資材販売
〃

プラス包装システム

㈱
〃

合成樹脂製品等の製

造、販売
ポリ袋等の製造、販売 〃

㈱キシノ 〃
産業資材、物流資機

材等の販売

テープ、ポリ袋、各種緩衝材等の販

売
〃

坂部梱包資材㈱ 〃 包装資材等の販売
ダンボール、テープ、緩衝材、梱包

機等の販売
〃

日進産業㈱ 〃 不動産賃貸 〃

日本コンテック㈱ ㈱高速が80.19％所有
物流資材、機材等の

販売

コンテナー、パレット、かご車、鉄

製魚函等の販売
〃

　（注）１．平成18年7月3日付けにて、東京都八王子市に本社を置く㈱キシノの発行済全株式を取得して連結子会社とい

たしました。

　２．平成18年8月10日付けにて、静岡県三島市に本社を置く坂部梱包資材㈲の出資持分の全てを取得して連結子会

社といたしました。なお、同社は8月24日付けにて組織変更を行い株式会社となっております。
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　当社グループの関連(商品等の主たる流れ)は下記の図のようになっております。
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２．経営方針
(1）会社経営の基本方針

経営の基本方針

　当社は主として食品軽包装資材の専門商社として、創業以来「社会にとって有用な企業であり続けたい」という

夢とロマンをもち、常にお客様のニーズに的確にお応えしてまいりました。

　経営基本方針としては、

１．全国規模での効率的経営を目指して着実な成長を続け、包装資材業界のリーダーとなる。

２．公正な企業活動を基本とし、お客様、取引先から信頼される企業市民となる。

３．常に先端技術の理解と習得に努め、最良の製品・サービスをお客様へ提供する。

４．個人の積極性とチームワークの強さを最大限に発揮できる企業風土を築く。

であり、お客様との信頼関係の深耕に努め、業績の向上をはかるとともに社会環境や安全性に十分に配慮して、企

業価値の向上に努めております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する安定的な利益還元を経営の最重要施策のひとつとして位置付け、当社の配当性向30％を基本

方針としております。

　前期の年間配当金は１株当り13円でありましたが、当期の株主配当金につきましては、１株につき中間配当金を7円、

期末配当金を7円とし、年間配当金を１株につき14円といたしたく存じます。

　内部留保資金につきましては、販売網の拡充のための設備投資資金等に充てるとともに、一部は将来の営業体制の

強化、事業の拡大に備えるものといたします。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、事業活動の拡大、企業基盤強化のため、経営指標として売上高経常利益率4％、株主資本利益率

10％を、それぞれについて常に上回りたいと考えております。

(4）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　我が国経済は、戦後最長の景気拡大期間という明るさがありますが、当社グループをとりまく食品流通業、食品加

工業では一部に食の安全に関する問題、原材料原産地の表示義務の拡大、人口減少局面での対応、原油高騰などによ

る市場への変化が継続し、一部厳しい状況と見受けられるところもあります。とくに食品流通業におきましては、広

域化による経営と地域密着型による経営の二つの大きな流れができつつあるように見受けられます。しかしながら食

品軽包装資材の需要につきましては、基本潮流では世帯数の増加等により食の安定性や中食市場の堅調な伸びに支え

られ、今後も底堅いものがあると考えております。

　こうした状況の中で当社グループにおける中長期の課題としては、次のようなものがあげられます。

①　顧客の開拓、深耕に努め、「満足」をお届けし続けるために、顧客の視点から、地域密着型営業を展開し、東

北地区のみならず関東・首都圏地区での営業展開を積極的にすすめる。
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②　グループ入りした子会社の育成とともに協業の推進をはかり、広域化する顧客の要望にこたえられる営業戦略

を確立し、全国展開を実効性の高いものとする。

③　当社（㈱高速）においては、地域に密着した支社長が即断即決できる体制としての社内カンパニー制度を定着・

強化することにより、顧客要望に対する、さらなる迅速かつ質の高い対応を実現する。あわせて、グループと

しての組織力の強化と人材育成に努める。

④　包装資材業界における当社グループの総合力を高めるため、業容拡大を目指したM&Aを積極的に推進する。

⑤　経営品質の向上に取り組み、企業力の強化に努めシナジー効果の発揮に努める。

などにより、継続した発展を目指します。

３．経営成績及び財政状態
(1）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、原油の高騰等の影響から一進一退といった状況が継続いたしましたが、

大手製造業における企業業績の更なる改善及び好調な設備投資等を背景に、企業収益は堅調に推移し景況感は改善が

みられ、この10月には戦後最長であった「いざなぎ景気」の景気拡大期間と並ぶ状況となりました。個人消費も雇用

の改善に支えられ、先行きに若干の明るさが見え、今後も大きな変動がなければ堅調な成長が見込まれております。

　当社グループを取り巻く食品流通業、食品加工業におきましては、個人消費に明るさが見え始めているものの競争

の激化は継続しており、流通業界の再編、統合の動きも激しいことから、先行きに対する不透明感が強まっておりま

す。とくに食品流通業におきましては、より広域化戦略をとる会社と、より地域特化に向う戦略をとる会社という二

極化傾向がはっきりとしてきております。マーケットへの過剰な店舗展開や人口減少問題等により、スーパーマーケッ

トの既存店舗売上は前年同月比減の状態が継続しております。また食品分野の中では、社会構造変化に伴い堅調な伸

びを示しております中食分野も、スーパーマーケット、コンビニ、惣菜専門店、デパート、ホテルなどと異なる業態

間での競争がますます激化しつつあります。

　こうした状況の中、当社グループは地域密着の営業を展開し、新規顧客開拓、既存顧客の深耕等に努め、積極的に

市場要望に応えるべく業容拡大をはかりました。

　また、7月には東京都八王子市に本社を置き、主として産業資材を中心に展開している㈱キシノ、8月には静岡県三

島市に本社を置き、同様に産業資材を中心に展開している坂部梱包資材㈲（8月24日付けにて組織変更を行い株式会社

となっております。）をグループ入りさせ、産業資材分野の拡大に努めました。

　この結果、連結ベースの業績は売上高222億31百万円（対前年同期比103.3％）、経常利益は9億27百万円（同

99.1％）、中間純利益は5億63百万円（同113.3％）となりました。

　当社グループは「包装資材等製造販売事業」及び「その他の事業」としてコンピューター関連の事業を行っており

ますが、当中間連結会計期間における「その他の事業」の売上高は7百万円ときわめて少額でありますので、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。また、実質的に単一事業のため、事業部門等のくくりも無いため同

じく記載を省略しております。
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(2）中間連結貸借対照表に関する分析

中間連結貸借対照表主要項目の前連結会計年度末以降の増減

前連結会計年度末
（平成18年3月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

増減（減少は△）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

流動資産 13,087,391 14,560,795 1,473,404

固定資産 9,523,072 9,815,586 292,514

有形固定資産 7,352,695 7,660,154 307,459

無形固定資産 95,385 81,918 △13,466

投資その他の資産 2,074,991 2,073,513 △1,478

資産の部 22,610,464 24,376,382 1,765,918

流動負債 10,483,609 11,911,537 1,427,927

固定負債 2,027,494 2,056,523 29,028

負債の部 12,511,103 13,968,060 1,456,956

株主資本合計 9,858,098 10,280,436 422,338

資本金 1,690,450 1,690,450 －

資本剰余金 1,858,290 1,858,290 －

利益剰余金 6,312,817 6,735,228 422,410

自己株式 △3,459 △3,531 △72

評価・換算差額等 96,914 41,478 △55,436

少数株主持分 144,347 86,407 △57,940

純資産の部 10,099,360 10,408,321 308,961

負債純資産合計 22,610,464 24,376,382 1,765,918

 (注)増減について明瞭に表示するため、前連結会計年度末（平成18年3月31日）についても、「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）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用して、修正の上、表示しております。

①　現金及び預金は堅調な営業に支えられて、前連結会計年度末に比べて597百万円増加いたしました。なお、うち当

中間連結会計期間に新規連結となりました㈱キシノ及び坂部梱包資材㈱（以下、新規連結２社）による増加額は

150百万円であります。

②　受取手形及び売掛金は862百万円増加しましたが、うち、新規連結２社による増加額は301百万円であります。な

お、当中間連結会計期間末日は、金融機関の休業日でありましたため、中間期末日期日の受取手形237百万円が未

決済残高として含まれております。

③　主に、上記①及び②により、流動資産は1,473百万円増加しており、うち、新規連結２社による増加額は488百万

円であります。

④　有形固定資産は、新規連結２社による土地の増加額が310百万円あったたことなどにより、307百万円増加してお

ります。

⑤　投資その他の資産は、新規連結２社による増加額は111百万円ありましたが、株式等の投資有価証券の時価の下落

等により、1百万円減少しております。

⑥　支払手形及び買掛金は、1,352百万円増加いたしましたが、うち、新規連結２社による増加額は322百万円であり

ます。なお、当中間連結会計期間末日は、金融機関の休業日でありましたため、中間期末日期日の支払手形1,023

百万円が未決済残高として含まれております。

⑦　短期借入金及び長期借入金（1年以内返済予定含む）につきましては、新規連結２社による増加額は90百万円であ

りますが、新規借入れを行わず約定通りの返済を行った結果28百万円減少いたしました。

⑧　固定負債の部の繰延税金負債72百万円は、新規連結２社によるものであります。
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⑨　固定負債の部の負ののれんは、前連結会計年度末の連結調整勘定に比較して、51百万円減少しておりますが、こ

れは営業外収益の部に計上した負ののれん償却による減少額93百万円ならびに、新規連結会社及び少数株主から

の株式取得に伴う増加額42百万円によるものであります。

⑩　その他有価証券評価差額金は株式市場の下落傾向を受けて55百万円減少しております。

(3）当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の増加は前中間連結会計期間が425百万

円であったのに対して、597百万円となり、当中間連結会計期間末の資金は3,389百万円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は前中間連結会計期間が668百万円であったのに対して、1,103

百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利益が前中間連結会計期間に比較して105百万円増加したことも

ありますが、仕入債務が前連結会計年度末に比較して1,017百万円と大きく増加したことになどによります。

　売上債権及び仕入債務につきましては、当中間連結会計期間末日が金融機関の休業日でありましたこともあり、

それぞれ増加いたしました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動による資金の減少は前中間連結会計期間が13百万円であったのに対して、当中間連結会計期間は248百万

円となりました。

　当中間連結会計期間におきましては、自社物件による事業所開設もしくは大規模な改築等が無かったため、有形

固定資産の取得は33百万円に止まっております。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出171百万円は、

㈱キシノ及び坂部梱包資材㈲の株式及び出資持分の取得価額から、両社の手持ち資金を差し引いた金額であります。

また、連結子会社株式の追加取得による支出46百万円は富士パッケージ㈱株式の取得価額となります。なお、この

追加取得により同社に対する当社の持分は100％となりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動による資金の減少は前中間連結会計期間が229百万円であったのに対して、当中間連結会計期間は257百

万円となりました。

　長短借入金について新規の借入れは行っておりません。

(4）キャッシュ・フロー指標

平成17年9月中間期 平成18年9月中間期 平成18年3月期

時価ベースの自己資本比率

（株式時価総額／総資産）（％）
69.05 63.64 77.61

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（営業キャッシュ・フロー／利払い）（倍）
48.05 193.36 56.52

債務償還年数（注）

（有利子負債／営業キャッシュ・フロー）（年）
2.23 0.40 0.63

自己資本比率（自己資本／総資本）（％） 39.95 42.34 44.03

　（注）前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の債務償還年数につきましては、年間の営業キャッシュ・フロー金

額の代用数値として、それぞれの中間連結会計期間の営業キャッシュ・フローを２倍した金額を用いて算出して

おります。

　当中間連結会計期間末日は、金融機関の休業日でありましたため、中間期末日期日の支払手形1,023百万円が未決済

残高として総資本に含まれております。当該金額を控除して算出した場合、自己資本比率は44.20％となります。

－ 6 －



(5）生産、受注及び販売の状況

　当社グループにおける商品分類は、下記のとおりとなっております。

区分 商品

食品容器 トレー、弁当容器、フードパック、折箱、魚函、インジェクション容器　他

フィルム・ラミネート
ストレッチフィルム、ポリエチレン袋、ポリプロピレン袋、ラミネートフィルム、ラミ

ネート袋　他

紙製品・ラベル 紙箱、包装紙、紙袋、シール、ラベル、記録紙、チラシ、リサイクルコピー用紙　他

機械 包装機、食品加工機、物流機械　他

物流資材・設備
コンテナー、パレット、かご車、冷凍パン、ダンボール箱、テープ類、PPバンド、厨房機

器、店舗関連機器　他

茶包装関連資材 茶袋、茶筒、茶袋用カートン及びケース　他

その他
トレー原反、原紙、プラスチック原料、工業用包装材、ディスプレー用品、割箸、バラン、

事務用品、リサイクルトナー　他

①　生産実績

　生産実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

区分
前中間連結会計期間

金額（千円）
当中間連結会計期間

金額（千円）
前年同期比
（％）

前連結会計年度
金額（千円）

フィルム・ラミネート 2,060 149,171 7,238.9 4,338

紙製品・ラベル 724,127 657,998 90.9 1,481,578

茶包装関連資材 630,836 673,673 106.8 1,305,371

その他 12,326 8,682 70.4 19,101

合計 1,369,351 1,489,526 108.8 2,810,389

　（注）１．金額は、製造原価によっております。

　２．フィルム・ラミネートの前中間連結会計期間に対する大幅な増加は、主に、プラス包装システム㈱が前連結

会計年度末に連結子会社となったことによります。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　受注実績

　商品によりましては、見込み生産の商品に名入れ等を受注により施すもの、受注生産の形式を取りながら恒常的

に受注される商品について、生産ラインの平準化のため見込み生産を行うものがあるため、受注生産を区分して表

示することは難しく、よって、受注実績の記載は省略しております。

③　仕入実績

　仕入実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

区分
前中間連結会計期間

金額（千円）
当中間連結会計期間

金額（千円）
前年同期比
（％）

前連結会計年度
金額（千円）

食品容器 5,437,923 5,681,082 104.5 10,937,397

フィルム・ラミネート 2,923,448 3,170,831 108.5 5,983,430

紙製品・ラベル 1,202,506 1,329,223 110.5 2,503,282

機械 840,000 558,066 66.4 1,446,427

物流資材・設備 3,026,074 3,193,770 105.5 6,252,352

茶包装関連資材 894,327 804,788 90.0 1,878,446

その他 1,986,404 1,912,763 96.3 4,264,828

合計 16,310,686 16,650,525 102.1 33,266,165

　（注）１．当中間連結会計期間の「その他の事業」の仕入高5,310千円は、「機械」に含まれております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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④　販売実績

　販売実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

区分
前中間連結会計期間

金額（千円）
当中間連結会計期間

金額（千円）
前年同期比
（％）

前連結会計年度
金額（千円）

食品容器 6,345,180 6,694,692 105.5 12,714,849

フィルム・ラミネート 3,396,815 3,808,831 112.1 6,857,705

紙製品・ラベル 2,445,236 2,538,077 103.8 5,092,173

機械 941,336 679,360 72.2 1,619,591

物流資材・設備 3,499,264 3,738,177 106.8 7,323,343

茶包装関連資材 2,215,591 2,175,808 98.2 4,514,076

その他 2,687,712 2,596,899 96.6 5,586,087

合計 21,531,138 22,231,847 103.3 43,707,827

　（注）１．当中間連結会計期間の「その他の事業」の売上高7,365千円は、「機械」に含まれております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．通期の見通し
(1）通期の見通し

　当社グループを取り巻く食品流通業、食品加工業におきましては、個人消費に明るさが見え始めているものの、競

争の激化は継続しており、流通業界の再編、統合の動きも激しいことから、先行きに対する不透明な状態が続いてお

ります。

　原材料高騰など予断を許さない状況ではありますが、連結での売上高490億円(対前年度同期比112.1％ )、経常利益

22億50百万円(同110.9％)、当期純利益13億50百万円(同113.7％)の達成に向けて諸施策を着実に推進していく所存で

あります。

　なお、配当金につきましても、平成18年3月期決算短信発表時に公表した年間配当金14円（1円増配）を予定してお

ります。

(2）事業等のリスク

①　原油価格に代表される原材料高騰のリスク

　原油価格の世界的な高騰によるトレーなど包装資材のメーカー出荷価格の値上げは、卸売業を中核とする当社グ

ループとしては、売上高総利益率低下に結びつきかねない問題です。顧客に対して状況を十分に説明することによ

り理解を求め、また、幅広い品揃えの中から代替品を提案することにより売上高総利益率を確保すべく努力いたし

ておりますが、売上高総利益率の低下を防ぐことはできておりません。今後も当面は値上げ基調が継続し、売上高

総利益率は大変厳しい状況が続きますが、特定のメーカーに片寄らずに顧客の購買代理業としての包装資材卸売業

を行う当社グループとしては、より幅広い提案を行いこの厳しい状況を乗り切ってまいりたいと考えております。

②　他業種からの参入リスク

　スーパーマーケットでは多種の包装資材を使用しており、必要な時に必要な量を的確に供給する事が重要であり

ます。この包装資材については複数のメーカーにより生産されており、また、お買い物をするお客様に対してより

食材等を魅力的に表現するために、例えばトレーについても得意分野の異なる数社の製品を使用するのが常態となっ

ております。

　また、食品加工業におきましても、消費者のニーズに的確に応えるべく、商品開発に力を注いでおります。その

ような商品開発に際しては、商品の安全性及び訴求力を高める容器等について、広範な知識と調達ルートを持った

包装資材専門商社の助力が必要となります。

　そのような状況におきまして、当社グループのように特定メーカーに片寄らない「購買代理業」としての包装資

材卸売業者の存在は欠かせないものとなっております。

③　M＆Aに伴うリスク

　当社グループは業容拡大を目指して、積極的なM&Aを実施してきております。M&A実施後の会社の業績悪化や人材

の流出等のリスクは少なからずあると認識しております。しかしながら、M&A実施に当たっては包装資材関連業界に

限る、経営状態の健全性を前提とする、等のM&Aの原則を堅持し、さらにM&A後、性急な事業統合などを実施せず、

十分な独立性を持たせた上で、グループでのシナジー効果が発揮できるように取り組んでおります。
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④　特定の顧客への依存リスク

　当社グループにおいては、最大の顧客でも売上高についてその占める割合は全体の３％強であり、財務的にも特

定顧客への依存という要素はございません。

⑤　環境問題

　社会的に大きく取り上げられてきております環境問題に配慮して、トレーなどの回収に協力するとともに、自然

に還る素材による商品（生分解性プラスチック）、ラミネートを剥がすことにより簡単にリサイクル可能となるト

レー、リサイクルトナーなどを積極的に取り扱っております。また、㈱高速本社は平成15年12月以降、ISO14001を

取得しており、当社グループ全体として環境についての意識向上に努めております。

⑥　人材の流出のリスク

　企業の存続におきまして優秀な人材の確保は必須であり、当社グループとしましてもオピニオン・サーベイや定

期的な職場内面談によって収集しました社員の意見や、職場環境監査報告に基づき職場環境の改善に努めておりま

す。また、社内研修等を通して会社方針の理解を深め、仕事に対する意欲の醸成をはかっております。

　以上の記載のうち将来に関する事項については、本中間決算発表日現在における当社の判断によるものであります。
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５．中間連結財務諸表主要項目の前中間連結会計期間に対する増減
中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

増減（減少は△）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

流動資産 13,846,552 14,560,795 714,242

固定資産 9,654,176 9,815,586 161,410

有形固定資産 7,426,639 7,660,154 233,515

無形固定資産 121,764 81,918 △39,845

投資その他の資産 2,105,772 2,073,513 △32,259

資産の部 23,500,729 24,376,382 875,652

流動負債 11,762,000 11,911,537 149,536

固定負債 2,165,447 2,056,523 △108,924

負債の部 13,927,447 13,968,060 40,612

株主資本合計 9,304,270 10,280,436 976,165

資本金 1,690,450 1,690,450 －

資本剰余金 1,858,290 1,858,290 －

利益剰余金 5,758,919 6,735,228 976,308

自己株式 △3,388 △3,531 △143

評価・換算差額等 83,505 41,478 △42,027

少数株主持分 185,505 86,407 △99,098

純資産の部 9,573,282 10,408,321 835,039

負債純資産合計 23,500,729 24,376,382 875,652

 (注) 増減について明瞭に表示するため、前中間連結会計期間末（平成17年9月30日）についても、「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）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用して、修正の上、表示しております。

中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

増減
（減少は△）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

売上高 21,531,138 22,231,847 700,709

売上原価 17,659,049 18,218,456 559,407

売上総利益 3,872,088 4,013,390 141,301

販売費及び一般管理費 3,132,840 3,263,948 131,108

営業利益 739,248 749,441 10,193

営業外収益 238,752 211,955 △26,797

営業外費用 41,559 33,456 △8,103

経常利益 936,441 927,940 △8,500

特別利益 1,000 － △1,000

特別損失 124,980 10,146 △114,834

税金等調整前当期純利益 812,461 917,794 105,333

法人税等 311,949 346,641 34,691

少数株主利益 3,066 7,766 4,700

当期純利益 497,445 563,386 65,941
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６．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年3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 4,236,179 3,389,102 2,791,325

２　受取手形及び売掛
金

※５ 7,144,752 8,353,118 7,490,308

３　棚卸資産 2,183,254 2,518,722 2,503,059

４　繰延税金資産 181,283 200,773 203,629

５　その他 110,035 112,866 116,270

貸倒引当金 △8,952 △13,788 △17,202

流動資産合計 13,846,552 58.9 14,560,795 59.7 13,087,391 57.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 2,425,027 2,363,973 2,354,809

(2）土地 ※２ 4,575,159 4,923,851 4,613,784

(3）その他 ※２ 426,451 7,426,639 372,330 7,660,154 384,101 7,352,695

２　無形固定資産

(1）連結調整勘定 54,931 － 37,960

(2）のれん － 23,883 －

(3）その他 66,833 121,764 58,035 81,918 57,425 95,385

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 643,195 644,749 731,857

(2）賃貸用不動産 ※２ 688,985 597,120 603,320

(3）繰延税金資産 370,759 395,680 335,791

(4）その他 457,783 518,684 474,828

貸倒引当金 △54,952 2,105,772 △82,721 2,073,513 △70,806 2,074,991

固定資産合計 9,654,176 41.1 9,815,586 40.3 9,523,072 42.1

資産合計 23,500,729 100.0 24,376,382 100.0 22,610,464 100.0

－ 11 －



前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年3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　支払手形及び買掛
金

※５ 8,496,777 10,468,471 9,116,161

２　短期借入金 2,000,000 40,000 －

３　１年内返済予定の
長期借入金

※２ 196,300 196,860 197,596

４　賞与引当金 258,284 271,656 249,844

５　その他 810,638 934,549 920,007

流動負債合計 11,762,000 50.1 11,911,537 48.9 10,483,609 46.4

Ⅱ　固定負債

１　社債 150,000 150,000 150,000

２　長期借入金 ※２ 646,090 500,030 567,452

３　繰延税金負債 － 72,871 －

４　退職給付引当金 453,205 477,513 421,971

５　役員退職慰労引当
金

305,317 345,346 331,137

６　連結調整勘定 577,978 － 531,776

７　負ののれん － 480,261 －

８　その他 32,854 30,500 25,155

固定負債合計 2,165,447 9.2 2,056,523 8.4 2,027,494 9.0

負債合計 13,927,447 59.3 13,968,060 57.3 12,511,103 55.4

（少数株主持分）

少数株主持分 185,505 0.8 － － 144,347 0.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,690,450 7.2 － － 1,690,450 7.5

Ⅱ　資本剰余金 1,858,290 7.9 － － 1,858,290 8.2

Ⅲ　利益剰余金 5,758,919 24.5 － － 6,312,817 27.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

83,505 0.3 － － 96,914 0.4

Ⅴ　自己株式 △3,388 △0.0 － － △3,459 △0.0

資本合計 9,387,776 39.9 － － 9,955,012 44.0

負債、少数株主持分
及び資本合計

23,500,729 100.0 － － 22,610,464 100.0

－ 12 －



前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年3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  － － 1,690,450 6.9 － －

２　資本剰余金  － － 1,858,290 7.6 － －

３　利益剰余金  － － 6,735,228 27.6 － －

４　自己株式  － － △3,531 △0.0 － －

株主資本合計  － － 10,280,436 42.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評
価差額金

 － － 41,478 0.2 － －

評価・換算差額等合計  － － 41,478 0.2 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 86,407 0.4 － －

純資産合計  － － 10,408,321 42.7 － －

負債純資産合計  － － 24,376,382 100.0 － －

－ 13 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31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 21,531,138 100.0 22,231,847 100.0 43,707,827 100.0

Ⅱ　売上原価 17,659,049 82.0 18,218,456 81.9 35,755,626 81.8

売上総利益 3,872,088 18.0 4,013,390 18.1 7,952,201 18.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１　運賃荷造費 533,845 531,190 1,077,865

２　貸倒引当金繰入額 1,130 6,225 26,738

３　給与手当 1,072,056 1,104,044 2,332,126

４　賞与引当金繰入額 207,899 215,341 199,856

５　退職給付引当金繰
入額

6,115 69,973 26,310

６　役員退職慰労引当
金繰入額

8,730 3,543 17,550

７　連結調整勘定償却
額

16,970 － 33,941

８　のれん償却額 － 16,970 －

９　その他 1,286,091 3,132,840 14.5 1,316,658 3,263,948 14.7 2,559,913 6,274,304 14.4

営業利益 739,248 3.5 749,441 3.4 1,677,896 3.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 175 61 344

２　受取配当金 10,850 8,736 12,314

３　投資有価証券売却
益

29,481 16,868 39,365

４　仕入割引 33,397 33,484 65,543

５　連結調整勘定償却
額

89,434 － 178,869

６　負ののれん償却額 － 93,757 －

７　賃貸収入 64,547 52,919 120,207

８　その他 10,866 238,752 1.1 6,128 211,955 1.0 24,209 440,855 1.0

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 13,907 5,708 25,433

２　賃貸収入原価 26,356 21,059 58,167

３　コミットメントラ
イン手数料

－ 6,000 2,193

４　その他 1,296 41,559 0.2 688 33,456 0.2 3,581 89,375 0.2

経常利益 936,441 4.4 927,940 4.2 2,029,376 4.6

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※１ － － 34,311

２　会員権償還益 1,000 1,000 0.0 － － － 1,000 35,311 0.1

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31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
（％）

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※２ － 89 －

２　固定資産除却損 ※３ 2,275 988 10,580

３　減損損失 ※４ 121,705 － 121,705

４　貸倒引当金繰入額  － 8,190 －

５　その他 1,000 124,980 0.6 877 10,146 0.1 1,000 133,285 0.3

税金等調整前中
間(当期)純利益

812,461 3.8 917,794 4.1 1,931,402 4.4

法人税、住民税
及び事業税

283,386 289,810 691,350

法人税等調整額 28,563 311,949 1.5 56,830 346,641 1.6 44,862 736,212 1.7

少数株主利益 3,066 0.0 7,766 0.0 7,576 0.0

中間(当期)純利
益

497,445 2.3 563,386 2.5 1,187,614 2.7

(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,858,290 1,858,290

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期末)残高 1,858,290 1,858,290

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,402,742 5,402,742

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間(当期)純利益 497,445 497,445 1,187,614 1,187,614

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 125,788 262,059

２　役員賞与 15,480 141,268 15,480 277,539

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高 5,758,919 6,312,817

－ 15 －



　(4) 中間連結株主資本等変動計算書

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

平成18年3月31日　残高（千円） 1,690,450 1,858,290 6,312,817 △3,459 9,858,098

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △136,270  △136,270

役員賞与（千円）（注）   △4,706  △4,706

中間純利益（千円）   563,386  563,386

自己株式の取得（千円）    △72 △72

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  422,410 △72 422,337

平成18年9月30日　残高（千円） 1,690,450 1,858,290 6,735,228 △3,531 10,280,436

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年3月31日　残高（千円） 96,914 144,347 10,099,360

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）  △487 △136,757

役員賞与（千円）（注）  △294 △5,000

中間純利益（千円）  7,766 571,153

自己株式の取得（千円）   △72

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△55,436 △64,926 △120,362

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△55,436 △57,940 308,961

平成18年9月30日　残高（千円） 41,478 86,407 10,408,321

（注）平成18年5月及び6月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 16 －



(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

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

税金等調整前中間(当期)純利益 812,461 917,794 1,931,402

減価償却費 152,877 133,990 308,428

減損損失 121,705 － 121,705

連結調整勘定償却額 △72,463 － △144,927

のれん償却額 － 16,970 －

負ののれん償却額 － △93,757 －

賞与引当金の増減額(減少：△) 4,732 7,791 △6,207

退職給付引当金の増減額(減少：△) △59,035 43,717 △91,293

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 5,171 △77,791 △25,066

貸倒引当金の増加額 480 6,845 24,584

売上割戻引当金の減少額 △28,210 △28,142 △68

受取利息及び受取配当金 △11,025 △8,797 △12,659

支払利息 13,907 5,708 25,433

会員権評価損 1,000 － 1,000

有形固定資産除却損 2,275 988 8,354

有形固定資産売却損益(益：△) 147 89 △34,072

無形固定資産除却損 － － 2,226

投資有価証券売却益 △29,481 △16,868 △39,365

投資有価証券評価損 － 877 －

売上債権の増減額(増加：△) 432,657 △560,562 199,033

棚卸資産の増減額(増加：△) △21,225 15,118 △328,721

仕入債務の増減額(減少：△) △205,716 1,017,922 331,230

未払消費税等の減少額 △10,997 6,671 △13,125

役員賞与の支払額 △15,480 △4,706 △15,480

少数株主に負担させた役員賞与の支払額 △420 △294 △420

その他資産の減少額 143,110 7,956 118,694

その他負債の増減額(減少：△) △154,666 78,237 △177,508

小計 1,081,804 1,469,762 2,183,177

利息及び配当金の受取額 11,103 8,797 12,739

利息の支払額 △13,918 △5,684 △24,401

法人税等の支払額 △410,796 △369,024 △734,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,193 1,103,850 1,437,490

－ 17 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入 50,000 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △101,830 △33,386 △126,889

有形固定資産の売却による収入 15,143 2,071 15,163

無形固定資産の取得による支出 △22,412 △10,025 △23,826

賃貸用不動産の売却による収入 － － 111,996

投資有価証券の取得による支出 △8,759 △11,938 △131,182

投資有価証券の売却等による収入 54,115 22,180 120,220

貸付けによる支出 △1,100 － △1,400

貸付金の回収による収入 1,270 435 3,280

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

－ △171,807 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

－ － 12,902

連結子会社株式の追加取得による支出 － △46,509 △21,965

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,573 △248,981 8,298

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 － － △2,000,000

長期借入金の返済による支出 △103,030 △120,158 △202,420

自己株式の純増加額 △6 △72 △76

配当金の支払額 △125,504 △136,374 △262,067

少数株主への配当金の支払額 △798 △487 △798

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,338 △257,092 △2,465,362

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 425,281 597,776 △1,019,572

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,810,898 2,791,325 3,810,898

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 4,236,179 3,389,102 2,791,325
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　７社 連結子会社の数　　10社 連結子会社の数　　８社

連結子会社名

高速シーリング㈱

フレンドリー商事㈱

㈱旭包装

㈱清和

日進産業㈱

富士パッケージ㈱

日本コンテック㈱

　なお、㈱タフパックにつきまして

は、平成17年4月1日付で高速シーリ

ング㈱により吸収合併されたことか

ら、連結子会社から除外することと

いたしました。

連結子会社名

「１．企業集団の状況」に記載し

ているため省略しております。

　なお、㈱キシノ及び坂部梱包資材

㈲につきましては、当中間連結会計

期間において新たに株式もしくは出

資持分を取得したことから、連結子

会社に含めることといたしました。

(注) 坂部梱包資材㈲は、平成18年

8月24日付けにて組織変更を行

い株式会社となっております。

連結子会社名

高速シーリング㈱

高速フレンドリー㈱

高速旭包装㈱

㈱清和

プラス包装システム㈱

富士パッケージ㈱

日本コンテック㈱

日進産業㈱

なお、プラス包装システム㈱につ

きましては、当連結会計年度におい

て新たに株式を取得したことから、

連結子会社に含めることといたしま

した。

　また、前連結会計年度まで連結子

会社であった㈱タフパックにつきま

しては、平成17年4月1日付で高速

シーリング㈱により吸収合併された

ことから、連結子会社から除外する

ことといたしました。

(注) 平成18年1月1日付にて、フレ

ンドリー商事㈱は高速フレンド

リー㈱に、㈱旭包装は高速旭包

装㈱に商号(社名)を変更してお

ります。

２　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち、フレンドリー

商事㈱、㈱旭包装、日進産業㈱及び

富士パッケージ㈱の中間決算日は8

月31日であります。中間連結財務諸

表の作成に当たっては同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

　連結子会社のうち、高速フレンド

リー㈱、高速旭包装㈱、富士パッ

ケージ㈱、プラス包装システム㈱及

び日進産業㈱の中間決算日は8月31

日であり、㈱キシノの中間決算日は

7月31日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たっては同日現在の

中間財務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　また、当中間連結会計期間より、

新たに連結子会社となった坂部梱包

資材㈱の中間決算日は1月31日であ

り、決算日は7月31日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は7月31日に実施した本決算に基づ

く財務諸表を使用して、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社のうち、高速フレンド

リー㈱、高速旭包装㈱、富士パッ

ケージ㈱、プラス包装システム㈱及

び日進産業㈱の決算日は2月28日で

あります。連結財務諸表の作成に当

たっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

３　会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

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

均法により算定しておりま

す）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

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

平均法により算定しており

ます）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

決算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

により算定しております）

(ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）時価のないもの

同左

(ロ）時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

ロ　棚卸資産

主として移動平均法による原

価法

ロ　棚卸資産

同左

ロ　棚卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(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。

建物及び構築物

3～50年

その他

（機械装置及び運搬具）

2～15年

その他（工具器具備品）

2～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　有形固定資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(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。

建物及び構築物

3～50年

機械装置及び運搬具

2～15年

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

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

く定額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

ハ　賃貸用不動産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(附属設備

を除く)については定額法に

よっております。

ハ　賃貸用不動産

同左

ハ　賃貸用不動産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　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。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

ロ　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、将来の支

給見込額のうち当中間連結会計

期間負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　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、将来の支

給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

――――― ――――― ハ　売上割戻引当金

　連結子会社１社（㈱清和）

は、当連結会計年度において

負担すべき割戻金の支払いに

備えるため、売上高に対し会

社の基準（売上高に対する割

戻金支払予想額の割合）によ

り計算した額を計上しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資産

に基づき計上しております。

ハ　退職給付引当金

同左

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき計上しております。

(会計方針の変更)

当中間連結会計期間より「「退

職給付に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第3号　平成

17年3月16日）及び「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正に関

する適用指針」（企業会計基準適

用指針第7号　平成17年3月16

日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益は

37,686千円増加しております。

――――― (会計方針の変更)

当連結会計年度より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第3号　平成17年

3月16日）及び「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指

針第7号　平成17年3月16日）を

適用しております。

これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は

91,711千円増加しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。

　なお、当社及び連結子会社

では、当中間連結会計期間に

開催された取締役会において、

役員退職慰労金制度の廃止が

決議されております。

　役員退職慰労金制度の廃止

決議までに計上された金額は、

当該役員の退職時に支払うこ

ととしており、役員退職慰労

引当金については、廃止決議

以降は計上しておりません。

(4) 重要な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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

４　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、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

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、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

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結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、販売費及び一般管理費は341千

円減少し、営業利益及び経常利益は同額増加

しております。また、特別損失は121,705千円

増加し、税金等調整前中間純利益は121,363千

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

正後の中間連結財務諸表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)

当連結会計年度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、販売費及び一般管理費は683千

円減少し、営業利益及び経常利益は同額増加

しております。また、特別損失は121,705千円

増加し、税金等調整前当期純利益は121,021千

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

正後の連結財務諸表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)

当中間連結会計期間より「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10,321,914千円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

―――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日

至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日）

──────  （中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間において、連結調整勘定として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間より、のれんまたは負ののれんとして

表示しております。

──────  （中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間において、連結調整勘定償却額として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間より、のれん償却額または負の

のれん償却額として表示しております。

──────  （中間連結キャシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間において、連結調整勘定償却額として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間より、のれん償却額または負の

のれん償却額として表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度末
（平成18年3月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,670,518千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

        4,889,306千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         4,816,237千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

（工場財団）

建物及び構築物 614,028千円

土地 967,204千円

有形固定資産（その

他）
132,122千円

計 1,713,355千円

（工場財団以外）

建物及び構築物 44,099千円

土地 164,351千円

賃貸用不動産 492,367千円

計 700,817千円

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の長

期借入金
167,740千円

長期借入金 548,430千円

計 716,170千円

（工場財団）

建物及び構築物      593,378千円

土地      967,204千円

有形固定資産（その

他）
     106,305千円

計    1,666,887千円

（工場財団以外）

建物及び構築物       40,484千円

土地      164,351千円

賃貸用不動産      350,253千円

計      555,089千円

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の長

期借入金
     153,900千円

長期借入金      394,530千円

計      548,430千円

（工場財団）

建物及び構築物      603,391千円

土地      967,204千円

有形固定資産（その

他）
     117,273千円

計    1,687,868千円

（工場財団以外）

建物及び構築物       45,447千円

土地     202,975千円

賃貸用不動産     409,483千円

計     657,907千円

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の長

期借入金
    169,036千円

長期借入金      484,072千円

計      653,108千円

３　　　　　　――――― ３　受取手形裏書譲渡高は、94,860千円で

あります。

３　　　　　　―――――

４　当社及び連結子会社（㈱清和）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行８行と当座貸越契約を締結し

ております。

　当中間連結会計期間末における当座貸

越契約及びコミットメントライン契約等

に係る未使用借入枠は2,430,000千円であ

ります。

４　当社及び連結子会社２社（㈱清和、プ

ラス包装システム㈱）においては、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コミットメント

ライン契約を締結しております。

　当中間連結会計期間末における当座貸

越契約及びコミットメントライン契約に

係る未使用借入枠は5,650,000千円であり

ます。

４  当社及び連結子会社２社（㈱清和、プ

ラス包装システム㈱）においては、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コミットメント

ライン契約を締結しております。

　　　当連結会計年度末における当座貸越契

約及びコミットメントライン契約に係る

未使用借入枠は5,660,000千円であります。

※５　　　　　　――――― ※５  中間連結会計期間末日の満期手形の会

計処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。

　なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の満期手

形が中間連結会計期間末日の残高に含ま

れております。

受取手形     237,794千円

支払手形    1,023,247千円

※５　　　　　　―――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※１　　　　　――――― ※１　　　　　――――― ※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

その他

（機械装置及び運搬具）
 3千円

 賃貸用不動産 34,308千円

※２　　　　　――――― ※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　　　　　―――――

その他

（工具器具備品）
 89千円

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 1,398千円

その他（工具器具備品） 876千円

建物及び構築物    250千円

その他

（機械装置及び運搬具）
 239千円

その他（工具器具備品）    499千円

建物及び構築物  2,646千円

その他

（機械装置及び運搬具）
 2,660千円

その他（工具器具備品）  3,047千円

その他（借地権）  2,226千円

※４　減損損失の内訳ならびに計上基準は、

次のとおりであります。

主として予想以上の地価の下落により、

以下の資産の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（121,705

千円）として特別損失に計上しております。

※４　　　　　――――― ※４　減損損失の内訳ならびに計上基準は、

次のとおりであります。

主として予想以上の地価の下落により、

以下の資産の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（121,705

千円）として特別損失に計上しております。

㈱高速　千葉営業所（千葉県松戸市）

建物及び構築物 13,920千円

　土地 105,602千円

㈱高速　遊休資産（宮城県宮城郡松島

町）

　土地 2,181千円

回収可能価額については、正味売却価

額により測定しており、路線価による相続

税評価額または固定資産税評価額に合理的

な調整を加えて評価しております。

当社及び連結子会社は、キャッシュ・

フローの基本的な最小単位について、事業

用資産については営業所等、賃貸用資産及

び遊休資産については物件毎にグループ化

しております。ただし、主たる事業を製造

業としている連結子会社については、事業

用資産全体をもってキャッシュ・フローの

最小単位としております。

㈱高速　千葉営業所（千葉県松戸市）

建物及び構築物 13,920千円

　土地 105,602千円

㈱高速　遊休資産（宮城県宮城郡松島

町）

　土地 2,181千円

回収可能価額については、正味売却価

額により測定しており、路線価による相続

税評価額または固定資産税評価額に合理的

な調整を加えて評価しております。

当社及び連結子会社は、キャッシュ・

フローの基本的な最小単位について、事業

用資産については営業所等、賃貸用資産及

び遊休資産については物件毎にグループ化

しております。ただし、主たる事業を製造

業としている連結子会社については、事業

用資産全体をもってキャッシュ・フローの

最小単位としております。
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  （中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式数

（株）

当中間連結会計期間増加株式数

（株）

当中間連結会計期間減少株式数

（株）

当中間連結会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 20,964,644 － 90 20,964,554

合計 20,964,644 － 90 20,964,544

自己株式

普通株式 9,276 90 － 9,366

合計 9,276 90 － 9,366

（注）発行済株式の減少及び自己株式の増加90株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

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6月20日

定時株主総会
普通株式 136,270千円 6円50銭 平成18年3月31日 平成18年6月20日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,236,179千円

現金及び現金同等物 4,236,179千円

現金及び預金    3,389,102千円

現金及び現金同等物    3,389,102千円

現金及び預金    2,791,325千円

現金及び現金同等物    2,791,325千円

（リース取引関係）

 当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

(1)株式 236,786千円 379,393千円 142,606千円

(2)その他 56,220千円 53,490千円 △2,730千円

計 293,007千円 432,883千円 139,876千円

（注）その他有価証券で時価のあるものの減損処理に当たっては中間連結会計期間末における時価が取得価

額に比べ50％以上下落した場合には原則として全て減損処理を行い、30％以上、50％未満下落した場合

には、回復可能性等を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 210,312千円
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当中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額

  株式 365,836千円 435,314千円 69,477千円

計 365,836千円 435,314千円 69,477千円

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 209,434千円

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていないものについて877千円の減損処

理を行っております。

なお、その他有価証券で時価のあるものの減損処理に当たっては中間連結会計期間末における時価が

取得価額に比べ50％以上下落した場合には原則として全て減損処理を行い、30％以上、50％未満下落し

た場合には、回復可能性等を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。

前連結会計年度末（平成18年3月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

　　株式 359,209千円 521,544千円 162,335千円

計 359,209千円 521,544千円 162,335千円

（注）その他有価証券で時価があるものの減損処理に当たっては当連結会計年度末における時価が取得価額

に比べ50％以上下落した場合には原則として全て減損処理を行い、30％以上、50％未満下落した場合に

は、回復可能性等を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行うこととなっております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 210,312千円

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、事業の種類として「包装資材等製

造販売事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額

に占める「包装資材等製造販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

１株当たり純資産額

447円78銭

１株当たり中間純利益金額

23円72銭

１株当たり純資産額

  492円35銭

１株当たり中間純利益金額

  26円87銭

１株当たり純資産額

   474円62銭

１株当たり当期純利益金額

  56円42銭

　当社は平成16年11月19日付で株式１株につ

き２株の株式分割を行っております。当該株

式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前中間連結会計期間における１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額

407円54銭

１株当たり中間純利益金額

25円48銭

────── ──────

　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、新株予約権付社債等潜在

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株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有している

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

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　（注）１．１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

前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日

至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日）

中間（当期）純利益金額（千円） 497,445 563,386 1,187,614

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 4,706

（うち、利益処分による役員賞与金（千円）） (－) (－) (4,706)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額（千円） 497,445 563,386 1,182,908

普通株式の期中平均株式数（株） 20,964,744 20,964,631 20,964,698

　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

────── 　旧商法第280条ノ20ならび

に旧商法第280条ノ21によ

る新株予約権

 （平成17年6月16日開催の定

時株主総会の決議による）

 新株予約権の

数(個)
4,310

 目的となる株

式の種類及び

数(株)

普通株式 

431,000 

 新株予約権の

発行価額
無償 

　旧商法第280条ノ20ならび

に旧商法第280条ノ21によ

る新株予約権

 （平成17年6月16日開催の定

時株主総会の決議による）

 新株予約権の

数(個)
4,310

 目的となる株

式の種類及び

数(株)

普通株式 

431,000 

 新株予約権の

発行価額
無償 

　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間末

(平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日）

前連結会計年度末

(平成18年3月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 10,408,321 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 86,407 －

（うち、少数株主持分（千円）） (－) (86,407) (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（千円） － 10,321,914 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末（期

末）の普通株式の数（株）
－ 20,964,554 －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

―――――  ㈱高速は平成18年9月28日及び10月13日開催

の取締役会の決議により、平成18年10月16日

付で昌和物産株式会社の発行済み株式の

64.82％を取得いたしました。

　株式の取得及び当該会社の概要は以下のと

おりであります。

　(1) 取得の理由　　中京地区その他における

販路の拡大

　(2) 事業の内容　　紙製品及び食品軽包装資

材販売業

　(3) 資本金　　　　　 55,000千円

　(4) 直近決算期(平成18年3月期)における業

績

　売上高　　　5,799,049千円

　総資産　　　5,804,212千円

　純資産　　　3,761,088千円

　(5) 取得前後での株式の保有状況

　　異動前保有株式数　　5,700株

　　(所有割合   5.18％)

　　取得株式数　　　   71,300株

　　異動後保有株式数   77,000株

　　(所有割合  70.00％)

　(6) 取得価額       2,278,490千円

　(7) 資金調達方法　主として金融機関からの

借入

 ㈱高速は平成18年6月5日開催の取締役会の

決議により、平成18年7月3日付で株式会社キ

シノの発行済み全株式を取得する旨の基本契

約書を締結することといたしました。

　株式の取得及び当該会社の概要は以下のと

おりであります。

　(1) 取得の理由　　産業資材、物流資機材販

路の拡大

　(2) 事業の内容　　産業資材、物流資機材販

売業

　(3) 資本金　　　　　 40,000千円

　(4) 直近決算期(平成18年1月期)における業

績

　売上高　　　1,506,999千円

　総資産　　　  372,151千円

　純資産　　　　107,196千円

　(5) 取得前後での株式の保有状況

　　異動前保有株式数　　　―株

　　(所有割合 ―％)

　　取得株式数　　　 2,602千株

　　異動後保有株式数 2,602千株

　　(所有割合100％)

　(6) 資金調達方法　主として自己資金
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