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１．18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）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 17,235 4.0 489 △3.8 673 △4.6

17年9月中間期 16,575 13.5 508 △1.8 705 6.4

18年3月期 33,918 1,108 1,440

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 416 16.7 19.84

17年9月中間期 356 △8.2 17.01

18年3月期 787 37.55
（注）① 期中平均株式数 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

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 （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 18,687 9,154 49.0 436.68

17年9月中間期 18,773 8,622 45.9 411.30

18年3月期 17,651 8,930 50.6 425.98
（注）① 期末発行済株式数 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 期末自己株式数 18年9月中間期 9,366株 17年9月中間期 9,182株 18年3月期 9,276株

２．19年3月期の業績予想（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 35,300 1,540 870

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　41円49銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円銭） 

中間期末 期末 年間

18年3月期 6.50 6.50 13.00

19年3月期（実績） 7.00 －
14.00

19年3月期（予想） － 7.00

※　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、平成19年

3月期中間決算短信（連結）添付資料の8～9ページをご参照ください。
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７．中間財務諸表主要項目の前中間会計期間に対する増減
中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（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 10,090,725 9,582,691 △508,034

固定資産 8,682,342 9,104,371 422,028

有形固定資産 4,589,493 4,489,823 △99,669

無形固定資産 32,332 33,358 1,026

投資その他の資産 4,060,516 4,581,188 520,672

資産の部 18,773,068 18,687,063 △86,005

流動負債 9,454,039 8,599,478 △854,560

固定負債 696,069 932,679 236,609

負債の部 10,150,108 9,532,157 △617,951

株主資本合計 8,539,453 9,113,427 573,973

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 4,994,102 5,568,219 574,116

自己株式 △3,388 △3,531 △143

評価・換算差額等 83,505 41,478 △42,027

純資産の部 8,622,959 9,154,905 531,945

負債純資産合計 18,773,068 18,687,063 △86,005

 (注) 増減について明瞭に表示するため、前中間会計期間末（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。

中間損益計算書

前中間会計期間
（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 16,575,440 17,235,751 660,310

売上原価 14,343,004 14,965,779 622,774

売上総利益 2,232,436 2,269,971 37,535

販売費及び一般管理費 1,723,879 1,780,910 57,030

営業利益 508,556 489,061 △19,495

営業外収益 221,344 206,633 △14,711

営業外費用 24,413 22,513 △1,899

経常利益 705,488 673,180 △32,307

特別利益 － － －

特別損失 123,918 8,619 △115,299

税引前当期純利益 581,569 664,561 82,992

法人税等 224,896 248,484 23,588

当期純利益 356,673 416,076 59,403
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８．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30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 3,452,845 1,936,236 1,740,098

２　受取手形 ※４ 889,678 980,347 778,276

３　売掛金 4,522,808 5,282,928 4,927,701

４　棚卸資産 1,074,615 1,224,210 1,270,130

５　繰延税金資産 80,651 79,042 82,757

６　その他 71,100 87,067 87,620

貸倒引当金 △974 △7,140 △8,210

流動資産合計 10,090,725 53.8 9,582,691 51.3 8,878,374 50.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1) 建物 1,366,809 1,289,029 1,326,339

(2) 土地 3,030,959 3,030,959 3,030,959

(3) その他 191,723 169,834 170,424

計 4,589,493 4,489,823 4,527,724

２　無形固定資産 32,332 33,358 29,847

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券 641,175 643,606 729,837

(2) 関係会社株式 2,835,941 3,256,304 2,877,906

(3) 繰延税金資産 184,187 209,305 186,554

(4) その他 413,283 513,773 449,643

貸倒引当金 △14,072 △41,801 △28,535

計 4,060,516 4,581,188 4,215,406

固定資産合計 8,682,342 46.2 9,104,371 48.7 8,772,978 49.7

資産合計 18,773,068 100.0 18,687,063 100.0 17,651,353 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 ※４ 4,712,250 5,751,952 4,889,258

２　買掛金 2,160,848 2,280,207 2,475,005

３　短期借入金 2,000,000 － －

４　未払法人税等 252,180 226,439 281,593

５　賞与引当金 128,981 129,439 124,600

６　その他 ※２ 199,778 211,440 208,405

流動負債合計 9,454,039 50.4 8,599,478 46.0 7,978,862 45.2

Ⅱ　固定負債

１　関係会社長期借入
金

280,000 530,000 310,000

２　退職給付引当金 300,785 320,251 314,191

３　役員退職慰労引当
金

103,457 70,148 106,607

４　その他 11,825 12,279 11,082

固定負債合計 696,069 3.7 932,679 5.0 741,882 4.2

負債合計 10,150,108 54.1 9,532,157 51.0 8,720,745 49.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,690,450 9.0 － － 1,690,450 9.6

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,858,290 － 1,858,290

資本剰余金合計 1,858,290 9.9 － － 1,858,290 10.5

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 93,542 － 93,542

２　任意積立金 4,350,000 － 4,350,000

３　中間（当期）未処
分利益

550,560 － 844,870

利益剰余金合計 4,994,102 26.6 － － 5,288,412 30.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

83,505 0.4 － － 96,914 0.5

Ⅴ　自己株式 △3,388 △0.0 － － △3,459 △0.0

資本合計 8,622,959 45.9 － － 8,930,607 50.6

負債資本合計 18,773,068 100.0 － － 17,651,353 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 9.1 － －

２　資本剰余金  

資本準備金  － 1,858,290 －

資本剰余金合計  － － 1,858,290 9.9 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 93,542 －

(2）その他利益剰余
金

 

別途積立金  － 4,850,000 －

繰越利益剰余金  － 624,676 －

利益剰余金合計  － － 5,568,219 29.8 － －

４　自己株式  － － △3,531 △0.0 － －

株主資本合計  － － 9,113,427 48.8 － －

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 － －

純資産合計  － － 9,154,905 49.0 － －

負債純資産合計  － － 18,687,063 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（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 16,575,440 100.0 17,235,751 100.0 33,918,025 100.0

Ⅱ　売上原価 14,343,004 86.5 14,965,779 86.8 29,358,219 86.6

売上総利益 2,232,436 13.5 2,269,971 13.2 4,559,806 13.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,723,879 10.4 1,780,910 10.4 3,451,289 10.2

営業利益 508,556 3.1 489,061 2.8 1,108,516 3.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 221,344 1.3 206,633 1.2 381,167 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 24,413 0.1 22,513 0.1 49,295 0.1

経常利益 705,488 4.3 673,180 3.9 1,440,388 4.2

Ⅵ　特別損失 ※３ 123,918 0.8 8,619 0.1 125,012 0.4

税引前中間（当
期）純利益

581,569 3.5 664,561 3.8 1,315,375 3.8

法人税、住民税及
び事業税

255,126 230,099 571,874

法人税等調整額 △30,229 224,896 1.3 18,385 248,484 1.4 △43,753 528,121 1.5

中間（当期）純利
益

356,673 2.2 416,076 2.4 787,254 2.3

前期繰越利益 193,886 ― 193,886

中間配当額 ― ― 136,270

中間（当期）未処
分利益

550,560 ― 844,870
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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4月1日　至  平成18年9月30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3月31日　残高

（千円）
1,690,450 1,858,290 93,542 4,350,000 844,870 5,288,412 △3,459 8,833,693

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て

（千円）(注)
   500,000 △500,000    

剰余金の配当（千円）(注)     △136,270 △136,270  △136,270

中間純利益（千円）     416,076 416,076  416,076

自己株式の取得（千円）       △72 △72

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)

（千円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
   500,000 △220,193 279,806 △72 279,733

平成18年9月30日　残高

（千円）
1,690,450 1,858,290 93,542 4,850,000 624,676 5,568,219 △3,531 9,113,427

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3月31日　残高

（千円）
96,914 8,930,607

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て

（千円）(注)
  

剰余金の配当（千円)（注）  △136,270

中間純利益（千円）  416,076

自己株式の取得（千円）  △72

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△55,436 △55,436

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△55,436 224,297

平成18年9月30日　残高

（千円）
41,478 9,154,905

（注）平成18年6月20日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31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

(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

(イ）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

り算定しております）

その他有価証券

(イ）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

より算定しておりま

す）

その他有価証券

(イ）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

(2) 棚卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

商品

同左

(2) 棚卸資産

商品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

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　　　　　　　3～50年

その他（工具器具備品）

　　　　　　　2～20年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 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　　　　　　　3～50年

構築物　　　　　　3～35年

工具器具備品　　　2～20年

(2) 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。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (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。

(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、将来の支給見

込額のうち当中間会計期間の負担

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、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計上し

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。

(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及び

年金資産に基づき計上しておりま

す。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(4) 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。

(4) 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。

(4) 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、平成18年4月21日開催の

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　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

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

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4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（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、税引前中間純利益は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)

当事業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、税引前当期純利益は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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は9,154,905千円であります。

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。

―――――
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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30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度末
（平成18年3月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,931,090千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         2,013,512千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,973,997千円

※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

負債の「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　　　　 　―――――

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契

約を締結しております。

　当中間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1,700,000千円であります。

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５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4,900,000千円であります。

　３　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５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。

　当事業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4,900,000千円であります。

※４　　　　　　――――― ※４　中間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

中間会計期間末日の残高に含まれており

ます。

受取手形      129,609千円

支払手形      679,872千円

※４　　　　　　―――――
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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4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,596千円

受取配当金 64,861千円

関係会社受取経営指

導料
55,483千円

賃貸収入 35,276千円

受取利息      1,547千円

受取配当金       63,226千円

関係会社受取経営指

導料
     60,098千円

賃貸収入       30,000千円

受取利息      2,964千円

受取配当金       90,545千円

関係会社受取経営指

導料
     114,015千円

賃貸収入       66,970千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,236千円

賃貸収入原価 12,103千円

支払利息      2,298千円

コミッメントライン

手数料

     6,000千円

賃貸収入原価       9,727千円

支払利息       14,986千円

賃貸収入原価       22,816千円

※３　特別損失のうち主要なもの

減損損失 121,705千円

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として特別

損失に計上しております。

※３　特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入額       8,190千円

※３　特別損失のうち主要なもの

減損損失 121,705千円

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として特別

損失に計上しております。

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

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。

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。

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

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。

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。

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 69,177千円

無形固定資産 3,259千円

有形固定資産       61,468千円

無形固定資産      4,588千円

有形固定資産      140,856千円

無形固定資産     7,158千円

  （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4月1日　至　平成18年9月30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 9,276 90 － 9,366

合計 9,276 90 － 9,366

（注）増加株数90株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

（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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（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 411円30銭

１株当たり中間純利益金額 17円01銭

１株当たり純資産額    436円68銭

１株当たり中間純利益金額   19円84銭

１株当たり純資産額    425円98銭

１株当たり当期純利益金額   37円55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

386円37銭

１株当たり中間純利益金額

18円54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4月 1日

至　平成17年9月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日）

前事業年度

（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） 356,673 416,076 787,254

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ ─

（うち、利益処分による役員賞与金

（千円））
(─) (─) (─)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額（千円） 356,673 416,076 787,254

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 
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

―――――  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

 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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