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平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要            

平成18年11月14日 

上場会社名 クリエイト株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 3024 本社所在都道府県 大阪府  
(URL http://www.cr-net.co.jp/)  

代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 福井 道夫 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 福井 珠樹 

  TEL (06)6538－2333    
決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日 平成18年12月８日  
単元株制度採用の有無 有(１単元 100株)   

 

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） 

 当社は平成18年３月に上場しており、平成16年９月中間期にかかる開示を行っていないため、平成17年９月中
間期における対前年中間期増減率の記載を行っておりません。 
(1) 経営成績                                                                  (百万円未満切捨) 

 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 12,826 (7.8) 225 (△14.9) 236 (△21.1) 
17年９月中間期 11,897 ( －) 264 (  －  ) 299 (  －  ) 

18年 ３月 期 24,983  651  700  
 

 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 134 (△15.4) 33 85 
17年９月中間期 158 ( －  ) 48 80 

18年 ３月 期 387  113 44  
(注) ① 期中平均株式数 18年９月中間期 3,968,920株 17年９月中間期 3,255,000株 18年３月期 3,309,310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                                                                (百万円未満切捨) 

 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 13,071 2,796 21.4 704 50 
17年９月中間期 12,229 1,620 13.2 497 76 

18年 ３月 期 12,666 2,793 22.1 700 85  
(注) ① 期末発行済株式数 18年９月中間期 3,968,920株 17年９月中間期 3,255,000株 18年３月期 3,968,920株

 ② 期末自己株式数 18年９月中間期 80株 17年９月中間期 －株 18年３月期 80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 25,950 760 405 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 102円 04銭 
 

3. 配当状況 

・現金配当 １株当たりの配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 － 25.00 25.00 

19年３月期(実績) 10.00 － 

19年３月期(予想) － 10.00 
20.00 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入力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、上記数値と異なる場合があります。 
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６. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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 
    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  1,417,993 1,316,903 1,275,999 

 ２ 受取手形 ※５ 1,303,607 1,768,589 1,988,924 

 ３ 売掛金  3,320,103 3,661,177 3,092,565 

 ４ 商品  1,571,522 1,551,328 1,549,846 

 ５ 前払費用  42,324 48,534 39,711 

 ６ 繰延税金資産  74,731 81,406 94,837 

 ７ 未収入金  464,202 583,090 585,657 

 ８ その他  18,855 34,047 6,053 

   貸倒引当金  △4,929 △5,222 △5,258 

   流動資産合計   8,208,411 67.1 9,039,855 69.2  8,628,336 68.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※1,2 397,148 397,315 400,094 

  (2) 構築物 ※１ 13,572 12,269 12,372 

  (3) 機械及び装置 ※１ 1,833 1,712 1,757 

  (4) 車両運搬具 ※１ 325 10 10 

  (5) 工具器具及び 
備品 ※１ 16,105 22,715 23,372 

  (6) 土地 ※２ 1,655,636 1,630,199 1,655,636 

  (7) 建設仮勘定  13,930 － － 

   有形固定資産合計  2,098,551 2,064,221 2,093,243 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  585 2,877 392 

  (2) 電話加入権  5,194 5,194 5,194 

   無形固定資産合計  5,779 8,071 5,586 
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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 
    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
   

(％)

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 261,917 282,821 267,014 

  (2) 関係会社株式  125,144 143,661 143,661 

  (3) 出資金  413 413 413 

  (4) 破産債権・ 
    更生債権等  150,060 122,086 106,627 

  (5) 長期前払費用  38,360 28,313 34,345 

  (6) 繰延税金資産  335,477 318,834 318,332 

  (7) 保険積立金  359,531 396,092 378,087 

  (8) 差入保証金  294,611 297,779 296,983 

   (9) 貸与建物 ※２ 172,130 162,307 167,067 

  (10) 貸与土地 ※２ 286,085 286,085 286,085 

  (11) その他  108,449 95,185 107,772 

   貸倒引当金  △215,588 △174,236 △167,395 

   投資その他の資産 
   合計  1,916,595 1,959,343 1,938,993 

   固定資産合計   4,020,926 32.9 4,031,636 30.8  4,037,823 31.9

   資産合計   12,229,338 100.0 13,071,492 100.0  12,666,160 100.0
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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 
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 ※2,5 3,924,196 4,278,529 4,444,145 

 ２ 買掛金 ※２ 2,397,186 2,561,744 2,137,889 

 ３ 短期借入金 ※2,7 960,000 720,000 140,000 

 ４ 一年以内返済 
予定の長期借入金 ※２ 646,252 580,036 600,582 

 ５ 一年以内償還 
予定の社債  ― 200,000 ― 

 ６ 未払金  142,766 142,086 194,543 

 ７ 未払費用  157 200 167 

 ８ 未払法人税等  131,345 119,560 211,000 

 ９ 賞与引当金  110,852 137,025 106,957 

 10 その他 ※６ 36,254 37,458 48,478 

   流動負債合計   8,349,010 68.3 8,776,642 67.1  7,883,764 62.2

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  200,000 ― 200,000 

 ２ 長期借入金 ※２ 1,272,836 692,800 976,670 

 ３ 退職給付引当金  404,050 397,394 413,911 

 ４ 役員退職慰労 
引当金  274,100 284,208 278,750 

 ５ その他  109,136 124,331 119,238 

   固定負債合計   2,260,122 18.5 1,498,734 11.5  1,988,569 15.7

   負債合計   10,609,132 86.8 10,275,376 78.6  9,872,333 77.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   282,354 2.3 ― ―  646,494 5.1

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  222,589 ― 786,078 

   資本剰余金合計   222,589 1.8 ― ―  786,078 6.2

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  59,128 ― 59,128 

 ２ 任意積立金  700,000 ― 700,000 

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益  288,215 ― 516,990 

   利益剰余金合計   1,047,343 8.6 ― ―  1,276,118 10.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   67,918 0.5 ― ―  85,235 0.7

Ⅴ 自己株式   ― ― ― ―  △100 △0.0

   資本合計   1,620,205 13.2 ― ―  2,793,826 22.1

   負債及び資本合計   12,229,338 100.0 ― ―  12,666,160 100.0
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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 
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   ― ― 646,494 5.0  ― ―

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 786,078 ― 

   資本剰余金合計   ― ― 786,078 6.0  ― ―

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ― 59,128 ― 

  (2) その他利益 
剰余金    

   別途積立金  ― 1,000,000 ― 

   繰越利益剰余金  ― 239,910 ― 

   利益剰余金合計   ― ― 1,299,038 9.9  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △100 △0.0  ― ―

   株主資本合計   ― ― 2,731,510 20.9  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
   評価差額金   ― ― 64,605 0.5  ― ―

   評価・換算差額等 
   合計   ― ― 64,605 0.5  ― ―

   純資産合計   ― ― 2,796,116 21.4  ― ―

   負債及び純資産 
合計   ― ― 13,071,492 100.0  ― ―

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

― 36 ― 

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 
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   11,897,311 100.0 12,826,685 100.0  24,983,583 100.0

Ⅱ 売上原価   9,790,220 82.3 10,599,923 82.6  20,517,583 82.1

   売上総利益   2,107,091 17.7 2,226,762 17.4  4,466,000 17.9

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 ※１  1,842,504 15.5 2,001,562 15.6  3,814,484 15.3

   営業利益   264,587 2.2 225,199 1.8  651,516 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  122,334 1.0 118,820 0.9  228,390 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  87,467 0.7 107,715 0.9  179,872 0.7

   経常利益   299,453 2.5 236,305 1.8  700,034 2.8

Ⅵ 特別利益 ※４  59,573 0.5 39,379 0.4  115,434 0.5

Ⅶ 特別損失 ※５  75,361 0.6 10,565 0.1  89,119 0.4

   税引前中間(当期) 
   純利益   283,664 2.4 265,118 2.1  726,349 2.9

   法人税、住民税 
   及び事業税  117,711 103,722 345,738 

   法人税等調整額  7,121 124,832 1.0 27,053 130,775 1.1 △6,996 338,741 1.3

   中間(当期)純利益   158,832 1.4 134,342 1.0  387,607 1.6

   前期繰越利益   129,383 ―  129,383

   中間(当期)未処分 
   利益   288,215 ―  516,990
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 646,494 786,078 786,078

中間会計期間中の変動額 

 別途積立金の積立 (注) 

 剰余金の配当 (注) 

 役員賞与 (注) 

 中間純利益 

 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) ― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 646,494 786,078 786,078

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 59,128 700,000 516,990 1,276,118 △100 2,708,590

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立 (注)  300,000 △300,000 ―  ―

 剰余金の配当 (注)  △99,223 △99,223  △99,223

 役員賞与 (注)  △12,200 △12,200  △12,200

 中間純利益  134,342 134,342  134,342

 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) ― 300,000 △277,080 22,919 ― 22,919

平成18年９月30日残高(千円) 59,128 1,000,000 239,910 1,299,038 △100 2,731,510

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 85,235 85,235 2,793,826

中間会計期間中の変動額 

 別途積立金の積立 (注) ―

 剰余金の配当 (注) △99,223

 役員賞与 (注) △12,200

 中間純利益 134,342

 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額) △20,630 △20,630 △20,630

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △20,630 △20,630 2,289

平成18年９月30日残高(千円) 64,605 64,605 2,796,116

(注) 平成18年６月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基本となる重要な事項 
 

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 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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) 

１ 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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

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)

１ 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

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) 

時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

    総平均法による原価法 

②たな卸資産 

同左 

②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 

定率法によっております。た 

だし、平成10年４月１日以降取得 

した建物(付属設備は除く)につい 

ては、定額法を採用しておりま 

す。 

 主な耐用年数は次のとおりであ 

ります。 

建物 ３～50年

構築物 10～30年

機械及び装置 ７～15年

工具器具 
    及び備品 

３～20年

なお、取得価格10万円以上20 

万円未満の少額減価償却資産につ 

いては、３年間均等償却によって 

おります。 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用分)に 

ついては、社内における利用可能 

期間(５年)に基づく定額法によっ 

ております。 

②無形固定資産 

 

同左 

②無形固定資産 

同左 

③長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人 

税法に規定する方法と同一の基準 

によっております。 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 
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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) 

(3) 繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

――― 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

――― 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

    発生時に一括償却しておりま 

す。 

   

(4) 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 

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。 

 

(4) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与 

の支出に充てるため、支給見込額 

に基づき当期に見合う分を計上し 

ております。 

 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

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。 

数理計算上の差異について

は、各期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(５年)による按分額をそれぞ

れ発生の翌期より費用処理してお

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。 

数理計算上の差異について

は、各期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(５年)による按分額をそれぞ

れ発生の翌期より費用処理してお

ります。 

④役員退職慰労引当金 

役員の役員退職慰労金の支出

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 

同左 

④役員退職慰労引当金 

役員の役員退職慰労金の支出

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。 

   

(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。 

(5) リース取引の処理方法 

同左 

(5) リース取引の処理方法 

同左 
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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) 

(6) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしております

ので、特例処理を採用しておりま

す。 

(6) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ・ヘッジ手段 金利スワップ 

・ヘッジ対象 借入金の利息 

 

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 

借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

 

③ヘッジ方針 

 

同左 

③ヘッジ方針 

 

同左 

④ヘッジの有効性の評価の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため有効性の判

定を省略しております。 

 

④ヘッジの有効性の評価の方法 

同左 

④ヘッジの有効性の評価の方法 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ 

ッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引に関する社

内規程に基づき取引を行っており

ます。 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ 

ッジ会計に係るもの 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ 

ッジ会計に係るもの 

同左 

   

(7) その他中間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 

税抜方式によっております。 

(7) その他中間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 

同左 

(7) その他財務諸表作成のための重要 

な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 
 

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) 

―― 

 

（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に相当する金額は 

2,796,116千円であります。  

 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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表示方法の変更 

 

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) 

―― 

 

（中間損益計算書関係） 
 貸倒引当金繰入額は前事業年度までは「特別損失」に組み入
れていましたが、当中間会計期間より、「営業外費用」に組み
入れています。  
 この変更は、近年当社を取り巻く経営環境が貸倒れの常態化
をまねき、臨時的要素が薄れたため変更したものです。    
 この変更により、従来と同一の方法に比べ、経常利益は
18,570千円減少しておりますが、税引前中間純利益に与える影
響はありません。 

 

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 

1,070,971千円 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,078,801千円

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,065,474千円

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。 

   

※２ 担保に供している資産 

金融機関の借入金及び取引上の 

債務に対する保証として次の資産を 

担保に供しております。 

   担保提供資産 

建物 295,047千円

土地 1,552,296千円

貸与建物 110,587千円

貸与土地 135,004千円

投資有価証券 73,490千円

計 2,166,424千円

   上記に対応する債務 

買掛金 882,060千円

支払手形 1,673,670千円

短期借入金 620,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

606,252千円

長期借入金 1,172,836千円

計 4,954,819千円
 

※２ 担保に供している資産 

金融機関の借入金及び取引上の 

債務に対する保証として次の資産を

担保に供しております。 

   担保提供資産 

建物 289,016千円

土地 1,552,296千円

貸与建物 105,117千円

貸与土地 135,004千円

投資有価証券 106,610千円

計 2,188,043千円

   上記に対応する債務 

買掛金 875,450千円

支払手形 1,935,484千円

短期借入金 500,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

540,036千円

長期借入金 632,800千円

計 4,483,770千円
 

※２ 担保に供している資産 

金融機関の借入金及び取引上の 

債務に対する保証として次の資産を

担保に供しております。 

   担保提供資産 

建物 299,225千円

土地 1,552,296千円

貸与建物 107,782千円

貸与土地 135,004千円

投資有価証券 127,120千円

計 2,221,428千円

   上記に対応する債務 

買掛金 839,036千円

支払手形 1,965,261千円

短期借入金 140,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

560,582千円

長期借入金 896,670千円

計 4,401,550千円
 

   

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

2,223,205千円

受取手形 
裏書譲渡高 

828,916千円

 

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

1,991,908千円

受取手形 
裏書譲渡高 

325,774千円

 

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

1,517,584千円

受取手形 
裏書譲渡高 

1,068,352千円
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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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 保証債務 

下記の会社のリース会社に対す 

るリース債務及び金融機関に対する 

借入金に対して以下のとおり債務保 

証を行っております。 

クリット㈱ 9,852千円

ダイドレ㈱ 1,570,976千円
 

 ４ 保証債務 

下記の会社のリース会社に対す 

るリース債務及び金融機関に対する

借入金に対して以下のとおり債務保

証を行っております。 

クリット㈱ 132,251千円

ダイドレ㈱ 540,550千円
 

 ４ 保証債務 

下記の会社のリース会社に対す 

るリース債務及び金融機関からの借

入金に対して以下のとおり債務保証

を行っております。 

クリット㈱ 8,827千円

ダイドレ㈱ 1,186,189千円
 

   

※５ 

――― 

 

 

※５ 中間会計期間末日の満期手形の 

会計処理 

当中間会計期間の末日は金融機 

関の休日でしたが、満期日決済が 

行われたものとして処理しており 

ます。当中間会計期間末日の満期 

手形の金額は次のとおりでありま 

す。 

受取手形 34,760千円

支払手形 908,218千円
 

※５ 

――― 

 

   

※６ 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、流動負債の「その 

他」に含めて表示しております。 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

※６ 

――― 

※７ 

――― 

※７ 当座貸越契約等 

当社は、短期運転資金を機動的 

かつ安定的に調達するため当座貸越

契約及び取引銀行６行とコミットメ

ントライン契約(シンジケーション 

方式)を締結しております。 

当中間会計期間末における当座 

貸越契約及び貸出コミットメントに

係る借入実行残高等は次のとおりで

す。 

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

3,000,000千円

借入実行残高 220,000千円

差引額 2,780,000千円
 

※７ 

――― 
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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 販売費及び一般管理費のうち主要 

な費目及び金額は、次のとおり 

であります。 

運賃荷造費 162,081千円

給与手当 681,380千円

退職給付費用 41,810千円

減価償却費 17,630千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,650千円

賞与引当金 
繰入額 

110,852千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は、次のとおり 

であります。 

運賃荷造費 169,819千円

給与手当 721,111千円

退職給付費用 46,546千円

減価償却費 18,992千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,458千円

賞与引当金 
繰入額 

137,025千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は、次のとおり 

であります。 

運賃荷造費 337,913千円

給与手当 1,389,947千円

退職給付費用 81,432千円

減価償却費 36,464千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

106,957千円

 
   

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 980千円

受取配当金 12,568千円

仕入割引 40,131千円

不動産賃貸収入 42,057千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 672千円

受取配当金 4,648千円

仕入割引 48,177千円

不動産賃貸収入 40,034千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,450千円

受取配当金 14,023千円

仕入割引 86,052千円

不動産賃貸収入 82,563千円
 

   

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25,056千円

手形売却損 17,168千円

売上割引 16,962千円

不動産賃貸原価 27,247千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,263千円

手形売却損 21,911千円

売上割引 21,809千円

不動産賃貸原価 27,731千円

貸倒引当金  
繰入額 

18,570千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 41,617千円

手形売却損 35,903千円

売上割引 37,845千円

不動産賃貸原価 54,982千円
 

   

※４ 特別利益の主要項目 

保険解約益 59,338千円
 

※４ 特別利益の主要項目 

立退補償金 38,587千円
 

※４ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売
却益 

56,095千円

保険解約益 59,338千円
 

   

※５ 特別損失の主要項目 

貸倒損失 5,381千円

貸倒引当金 
繰入額 

68,651千円

 

※５ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 10,437千円

 

 

※５ 特別損失の主要項目 

上場関連費用 27,053千円

貸倒損失 5,381千円

貸倒引当金  
繰入額 

49,888千円
 

   

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,437千円

無形固定資産 193千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,502千円

無形固定資産 490千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,077千円

無形固定資産 386千円
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 80 ― ― 80

 

 

 

(リース取引関係) 
   半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。  
 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

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。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

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。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 

 


