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決算取締役会開催日 平成18年11月14日

親会社等の名称 ＵＣＣ上島珈琲株式会社ほか１社 親会社等における当社の議決権所有比率 56.9％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成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 （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9月中間期 36,306 △7.7 466 △22.1 1,218 △37.2

17年9月中間期 39,325 △1.2 598 385.6 1,939 214.2

18年3月期 78,771 436 2,501

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 682 49.4 35 10 35 07

17年9月中間期 457 27.6 23 56 － －

18年3月期 1,504 77 56 77 56

（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
19,456,731

株
17年9月中間期

19,399,353
株

18年3月期
19,400,609

株

③会計処理の方法の変更 有

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であります。

(2）連結財政状態 （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9月中間期 49,841 32,070 63.1 1,625 20

17年9月中間期 51,308 30,349 59.1 1,564 46

18年3月期 52,535 31,613 60.2 1,626 18

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期
19,366,191

株
17年9月中間期

19,399,054
株

18年3月期
19,440,319

株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 △1,145 △9,982 △563 9,204

17年9月中間期 1,123 △859 △260 10,306

18年3月期 2,514 8,563 △494 20,912

(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 6社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） 2社　 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成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 72,800 1,870 800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  　41円　31銭

※　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。
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１．企業集団の状況

　当企業集団は、全国のチェーン店にギフト用品ならびに生活関連用品を供給するチェーン本部の役

割を果たしているシャディ株式会社（当社）を中核会社として、連結子会社６社および非連結子会社

２社で構成されております。

　当企業集団の特徴は、当社および連結子会社を含めたグループ全体が“ギフト関連事業”に特化し、

日本の良き生活習慣である「贈りもの文化」の推進と向上に取組んでいることであります。

　当企業集団の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 

消      費      者 

 (連結子会社)［物流業務］［Ｅコマース事業］ 

スリーハート・コーポレーション株式会社 

連結財務諸表提出会社 

シ ャ デ ィ 株 式 会 社 

全国チェーン店 

(連結子会社)［商品供給・業務の受託］ 

上海謝迪礼品有限公司 

株式会社ｱﾋﾟｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

シャディ陶器株式会社 

シャディ漆器工芸株式会社 

シャディ中忠株式会社 

 

(非連結子会社) 

青島謝迪中忠家用飾品有限公司 

他１社 

受 

注 

納 
品 

出
荷 

宅 

配 

代 

行 

サ ラ ダ 館 

一 般 加 盟 店 

出
荷
指
示 

受 
 
 

注 

納 

入 

発  注 

（親会社） 

ＵＣＣ上島珈琲株式会社   

発  

注 

納 入 

受
注 

発
注 

 (注) １.前連結会計年度において連結子会社であった株式会社シャディグルメ倶楽部およびシャディサ

ンクス＆サービス株式会社は、平成18年７月21日付をもって清算結了したため、連結の範囲か

ら除外しました。

 　　 ２.平成18年10月2日付をもって、提出会社が保有するシャディ漆器工芸株式会社の全株式を、同

社に譲渡したため、同社は連結対象からはずれることとなりました。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

①　当社は1926年に創業以来、ギフト用品ならびに生活関連用品を取扱う生活者・消費者に極めて関

連の深い生活直結事業にたずさわっており、全国のチェーン店と強い連携をはかりながら「良い

商品を（品質）、迅速に（納期）、しかもリーズナブルな価格で（価格）提供すること」を営業

推進上の重要な指針としております。

②　当社グループの経営の最重要課題は株主価値の最大化をはかることであり、投資家にとって魅力

ある企業になることを目指しております。

③　小売流通業界における当社グループの最大の特徴は「全国に組織化されたチェーン店網」、「カ

タログ等の印刷媒体」、「ＴＶや新聞広告などのマス媒体」、「インターネットやモバイル」な

どのメディアを複合させて多面的な顧客接点を持ちながら、顧客にあわせた商品提案を行う「メ

ディアミックスマーケティング」という独特の販売方式であり、当社が永年にわたって築き上げ

てきた「対応力のある物流力」、「メーカーからチェーン店を結んだ情報ネットワーク」ならび

に「ギフトに関するノウハウ」などを基盤として、強固な仕組みを作り上げております。

④　これにより、全国のチェーン店は最少の在庫負担での営業が可能となり、地域密着、家庭密着を

前提とし、カタログなどをモトにして、消費者との良き人間関係を築きながら販売を行っており

ます。

⑤　このように業務を分担することにより各々が得意な分野に注力することができ、変化の激しい環

境のなかで消費者への適時、適切な対応が可能になります。さらに全国的に店舗展開することに

よって経営の効率化やお客様に信頼を得るなどの相乗効果を発揮し、業容の拡大をはかっており

ます。

⑥　当社グループは全国のチェーン店と“商販一体”のパートナーとなることが重要と考えておりま

す。そのため当社グループはチェーン店における生産性を高め、効率の良い店舗運営に関する支

援を行い、個々のチェーン店の努力に見合った適切な利益が計上できるように努めております。

２．利益配分に関する基本方針

①　株主の皆様には、業績に応じた増配・株式分割などの利益配分に努める方針であり、配当性向

30％以上の継続的実現を目標としております。また証券市場の動向も勘案して、自社株買い付け

にも機動的に対応する方針であります。

②　当社は、長期的な経営基盤の安定のため、財務の健全性を維持しながら内部留保の充実をはかっ

ていくことを基本としております。

③　平成18年５月の会社法施行後の配当支払いに関しましては、従来どおり中間配当、期末配当の年

２回の配当を継続していく予定であります。

なお、今期の株主配当については、既にお知らせのとおり前期より１円増配し、１株当たり年間

３６円(うち中間配当金１８円)とすることを予定しております。

④　内部留保資金につきましては、全国チェーン店への支援や、物流機能の一層の強化、営業ネット

ワークの構築、情報システムの高度化など合理化、効率化などへの投資や事業拡大のために充当

していく方針であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　現状、適時開示規則第２条第10項の適用を受ける会社には該当いたしませんが、将来、そのような

場合には「株式の分割」や「１単元の株式数のくくり直し」などにより対応する方針であります。
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４．目標とする経営指標

　営業面においては「生産性」、財務面においては「健全性」に経営の重点を置いております。

なかでも、生産性は、効率化・合理化の追求であり、「低い経費率」いわゆる「ローコスト経営」が

重要な課題であると認識しております。

その理由は、最終ユーザーに安価で良質の商品を供給するため、当社グループならびに全国のチェー

ン店が「低い経費率」の経営体質であることが重要であり、わかりやすい指標を掲げて、当社グルー

プならびにチェーン店を含めた経営の効率化・合理化を徹底することを目指しております。

　なお、具体的には、売上高に対する経費の総額（販管費から貸倒引当金、減価償却費を控除したも

の）の比率を将来的には14％以下にすることを目標としております。

　また、財務面においては健全性重視の観点から、流動比率の基準を150％に置きながら無借金経営

を持続し、資金の有効活用とのバランスを重視しております。

５．中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、平成17年10月11日付の親会社株式の譲渡に伴いＵＣＣ上島珈琲株式会社を親会社

とするＵＣＣグループの一員となり、新生シャディとしてスタートいたしました。「個々の事業会社

がその分野においてフルポテンシャルを追求し、ナンバーワンとなる」というＵＣＣグループの基本

思想に則り、「質的追求による競争力の獲得」と「グループ総合力の強化」を基本方針として企業価

値向上に取り組んでまいります。

具体的には戦略マトリックスとして、①「成長戦略」、②「競争戦略」、③「効率化戦略」に区分し

グループ内における現状認識と戦略の明確化、共有化を図りながら「選択と集中」の考え方にもとづ

いてスピードをあげて実行してまいります。

①成長戦略

  「返礼ギフト」、「中元・歳暮」をシャディのコア事業と位置づけ、市場シェア拡大のために徹底

強化してまいります。また、ギフト市場の変化に対応しながらシャディの強みが発揮できる分野を厳

選し、メディアミックスマーケティング実現のために新規ビジネスへの集中投資を行います。さらに、

シャディの成長を加速できるＭ＆Ａや提携などにも積極的に取り組んでまいります。

②競争戦略

  シャディの持つ強みを生かし、競争力を強化するためには、商品開発、ＭＤ力強化が最も重要な戦

略となります。顧客創造を意識した自己消費型商材の投入や、アズユーライクを含む各種カタログ・

チラシなどのメディア強化に取り組み、ホームページでは新たな電子カタログも展開してまいりま

す。

また、新生シャディの新広告宣伝戦略として、「ギフトの国に、ギフトのお店」というコンセプトに

基づいて、ギフト専門店としてのブランドの再構築を目指してシャディグループの強みを広くアピー

ルしてまいります。

③効率化戦略

  効率的資源配分によってコア事業、厳選された新規ビジネスに経営資源を集中投下していくために、

各事業の見直しを行い、将来においても不採算事業と判断されるものについては、引き続き順次廃止

をしてまいります。

業務プロセスの見直しを行い、非効率な業務の廃止のほかシステム、物流等の分野でＵＣＣグループ

内の連携強化を図りながら相乗効果を生み出してまいります。

また、余剰資金の効率的な運用や事務処理軽減の効果を生み出すキャッシュマネージメント(グルー

プ内の効率的資金運用システム)も積極的に活用してまいります。

これらの戦略マトリックスについては、目標達成の状況と経営環境の変化に応じて柔軟にかつ明確に

変化させてまいります。
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  以上のような戦略が成功し、あらゆるステークホルダーの期待にお応えしていくための基盤となる

のは、人であり組織であると考えております。

社内外の人的資源の活用強化と人材育成、業務を効率的に進めるためのシステム強化、コンプライア

ンス体制(法令等の遵守)の強化、コーポレートガバナンスの強化などを通じて、強い組織の実現に努

めてまいります。

６．会社の対処すべき課題

　上記５．に記載したとおりであります。

７．親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

親会社等 属性

親会社等の議

決権所有割合

(％)　(※１)

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所

 ＵＣＣ上島珈琲株式会社 親会社 
56.86％

 (56.86％) 
非上場 

 ＭＲＣホールディングス株式会社 親会社 56.86％ 非上場 

(注)親会社等の議決権所有割合欄の(　)内は、間接被所有割合で内数であります。

②親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

　　・当社に与える影響が最も大きいと認められる会社名

　　　ＵＣＣ上島珈琲株式会社　

　　

　　・その理由

　　　当社の株式を直接所有しているのはＭＲＣホールディングス株式会社ですが、ＵＣＣ上島珈

      琲株式会社が同社の全株式を所有していることから、ＵＣＣ上島珈琲株式会社が当社の実質

      的な親会社等に該当いたします。

 

③親会社等のグループ内における上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　　 当社は営業活動において、ＵＣＣグループ商品の取扱いによる品揃えの強化のほか、物流、シ

   ステム、事務作業等の分野でグループとして効率化をはかり、相乗効果を生み出すための取組み

   を進めております。

　 当社とＵＣＣグループ各社間の商品仕入、販売等に係る取引条件に関しては、通常の取引に準ず

   るものであり、他社商品の仕入、販売に関しても事業上の制約はありません。

　 人事面では取締役兼代表執行役を含む３名の取締役(うち２名は執行役兼務)、執行役４名を兼任

　 もしくは出向として受け入れております。

　 従業員に関しては、親会社およびＵＣＣグループより計13名の出向者を企画部門、営業部門等を

　 中心に受け入れており、グループとしての企画力、販売力の強化に努めております。

　 経営面では、グループ内においてギフト関連事業に特化した独特の事業モデルを確立しており、

   グループ企業の自主独立性を重んじる親会社の基本思想のもとで、当社の経営の独立性を確保で

　 きるものと考えております。

８．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状態

１．経営成績

(1）上半期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資の拡大や雇用環境の改善など、企業業績の

回復を示す経済指標が増加しつつあるものの、原油価格の高騰や為替の変動などの影響もあり、取

扱商品や業種によって業績回復のスピードに差が生じてきております。

　当社グループをとりまく経営環境は、伝統的な冠婚葬祭の返礼ギフトの量的および質的な変化や

中元・歳暮市場の競争激化など厳しい状況で推移いたしました。

  このような状況の中で当社グループは、「返礼ギフト」「中元・歳暮」をコア事業と位置づけて、

ギフト専門店としての認知度向上と機能強化を図りながら市場シェア拡大に取り組んでまいりまし

た。また、カタログギフト(アズユーライク)の市場競争力を取り戻すため、サービス面および商品

開発力強化を進めており、リニューアルは順調に進展しております。

　しかしながら、当中間連結会計期間の業績に対しては具体的な成果につながるまでには至らず、

売上高は、363億６百万円と前期比30億18百万円（7.7％減）の減収となりました。

一方、利益面におきましては、売上高の減少の影響が大きく、仕入コスト削減や厳格な経費支出管

理の徹底などの効率化に努めたものの、営業利益は４億66百万円と前期比１億32百万円(22.1％

減)の減益となり、経常利益は12億18百万円(前期比７億21百万円減　37.2％減)、中間純利益は６

億82百万円(前期比２億25百万円増　49.4％増)の増益となりました。

  なお、経常利益につきましては、前期実績に為替予約解約益５億15百万円を含んでいたため、前

期比較の減少額が営業利益の減少額に比べて拡大しておりますが、通期業績予想には織込み済であ

ります。

 

(2）通期の見通し

　当社グループは平成17年10月11日付のＵＣＣグループ入りから、１年が経過いたしました。新生

シャディのスタートにあたり、当社グループの事業構造、収益構造の徹底した分析と「シャディの

持つ、強みと弱み」の理解を基に「シャディ戦略マトリックス」を策定し、全社の共通認識として

収益の回復に向けて取り組んでおります。

「成長戦略」「競争戦略」としては、販売店支援強化策の一環として、新たな顧客創造を可能とす

るＦＣモデル作りに着手したほか、戦略子会社スリーハート・コーポレーションを中核としてネッ

トアライアンス事業をはじめとする事業領域の拡大に向けた取り組みが、順調に進んでおりま

す。

　商品開発面では、主力商品であるカタログギフト「アズユーライク」のサービス、商品、カタロ

グなどを大幅に刷新して「新アズユーライク」として下期に投入し、市場競争力の回復を目指して

まいります。

　「効率化戦略」の面では、不採算事業の整理・統合は計画どおりに進展しており、売上総利益率

の改善および経費削減効果により、収益構造の改善を見込んでおります。

成長回帰へ向けた基盤整備と事業領域拡大の取組みが、売上高の回復という具体的な業績につなが

るには時間を要すると見込まれ、通期業績に関しましては、下記のとおり計画しております。

(通期業績予想) 

　売上高は728億円(前期比7.6％減　期初予算比8.4％減) 、経常利益は18億70百万円(前期比

25.2％減　期初予算比1.1％増)、当期純利益は８億円(前期比46.8％減　期初予算比20％減)を見込

んでおります。

　なお、前期において不採算事業の整理統合にともなう固定資産売却および子会社整理等の特殊要

因により、約15億80百万円の利益が計上されているため、今期の減少幅が拡大しております。 
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２．財政状態

キャッシュ・フロー等の状況

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整

前中間純利益11億41百万円（前年同期は12億64百万円）を計上し、法人税等の支払および貸付け

による支出があったこと等により前連結会計年度末に比べ117億７百万円減少し、92億４百万円

となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、11億45百万円（前年同期は11億23百万円の獲得）となりまし

た。

これは主に、税金等調整前中間純利益11億41百万円（前年同期は12億64百万円)の計上に対して、

売上債権の増加額４億16百万円、仕入債務の減少額２億50百万円および法人税等の支払額19億91

百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、99億82百万円（前年同期は、８億59百万円の使用）となりま

した。

これは主に、投資有価証券の売却による収入１億16百万円および子会社株式の売却による収入１

億35百万円等があったものの、資金の効率的活用を目的としたグループ内におけるＣＭＳ(キャッ

シュマネージメントシステム)への拠出としての貸付による支出96億20百万円等があったことに

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は５億63百万円（前年同期は、２億60百万円の使用）となりまし

た。

これは主に、配当金の支払額４億８百万円および自己株式の取得による支出２億76百万円等が

あったことによるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成16年９月期 平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 58.6 57.5 59.1 60.2 63.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
44.2 41.2 44.2 81.0 63.1

債務償還年数（年） 　　　── 　　　── 　　　   0.0 　　　── 　　　──

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
　　　── 　　　── 　　　── 　　　── 　　　──

　（注）１．各指標の計算式は以下のとおりです。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

３．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算

出しております。

４．債務償還年数は、平成17年３月期までは有利子負債がありませんので記載しておりません。またインタレス

ト・カバレッジ・レシオは利払いの金額が僅少のため、それぞれの記載を省略しております。
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３．事業等のリスク

   (1) 情報システムや物流システムの障害が発生した場合の影響について

　情報システムについては耐震性の高い外部の情報センター内に格納するなどの防災対策を

講じておりますが、大規模な自然災害などにより、当社グループの情報システムや物流シス

テムなどの中枢機能が壊滅的な損害を受けた場合、当社グループの出荷が不可能あるいは遅

延することにより復旧までの期間の売上高が低下する可能性があります。さらに、それらの

設備機能の修復や代替などのための費用が、損害保険により担保している金額を超えること

になった場合に、巨額な資金が必要となる可能性があります。

(2) 売上高の季節的変動の影響について

　当社グループの年間売上高構成比として、中元期（６月～７月）および歳暮期（11月～12

月）の４ケ月における売上高が、年間売上高の約49％と大きな比率を占めております。

　冷夏暖冬、台風、災害等の気象状況の変化や中元歳暮商戦の商品政策の誤りなどにより、

この時期の売上高が計画を下回った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(3) 個人情報の管理について

　当社グループは、チェーン店の顧客および当社ホームページやカスタマーセンターを通じ

て蓄積した顧客に関する情報を保有しております。個人情報については、その重要性を認識

して、情報の利用や保管等、社内管理体制を整備しておりますが、予期せぬコンピュータシ

ステムのトラブルや犯罪等不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となっ

た場合には、社会的信用、企業ブランドが失墜し、売上の減少、損害賠償による費用の発生

等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．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）

対前中間
期比

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（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 10,617 9,938  21,174

２．受取手形及び
売掛金

※２ 10,932 10,175  9,853

３．有価証券 500 －  －

４．たな卸資産 4,028 3,213  3,450

５. 短期貸付金 － 9,721  153

６．繰延税金資産 505 199  419

７．その他 1,932 1,311  1,582

貸倒引当金 △919 △962  △954

流動資産合計 27,597 53.8 33,597 67.4 5,999 35,681 67.9

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構
築物

11,851 10,872  10,885

減価償却累
計額

5,313 6,537 5,612 5,259  5,461 5,423

(2）機械装置及
び運搬具

6,943 6,954  6,952

減価償却累
計額

4,033 2,910 4,465 2,488  4,272 2,679

(3）土地 10,183 4,715  4,715

(4）建設仮勘定 55 －  6

(5）その他 1,598 1,732  1,700

減価償却累
計額

1,234 363 1,326 405  1,276 423

有形固定資産
計

20,050  12,868  △7,181 13,248  

２．無形固定資産 811  904  93 919  

３．投資その他の
資産

    

(1）繰延税金資
産

 601  729   538

(2）その他 ※１  2,890  2,100   2,552

貸倒引当金  △641  △360   △404

投資その他の
資産計

 2,849   2,470  △379  2,685  

固定資産合計 23,710 46.2 16,243 32.6 △7,467 16,854 32.1

資産合計 51,308 100.0 49,841 100.0 △1,467 52,535 100.0
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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）

対前中間
期比

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（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．支払手形及び
買掛金

※２  12,713 11,321  11,579

２．引当金 261 142  182

３．商品券 ※１ 3,313 2,388  2,772

４．その他 1,892 1,832  3,791

流動負債合計 18,181 35.5 15,684 31.5 △2,497 18,325 34.9

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

820 1,013  850

２．役員退職慰労
引当金

230 197  182

３．預り保証金 520 455  450

４．連結調整勘定 270 －  230

５．負ののれん － 217  －

６．その他 231 201  201

固定負債合計 2,073 4.0 2,086 4.2 12 1,915 3.6

負債合計 20,255 39.5 17,770 35.7 △2,484 20,241 38.5

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 704 1.4 － － － 681 1.3

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 3,435 6.7 － －  3,435 6.6

Ⅱ　資本剰余金 4,796 9.3 － －  4,799 9.1

Ⅲ　利益剰余金 23,073 45.0 － －  23,849 45.4

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

58 0.1 － －  433 0.8

Ⅴ　為替換算調整勘
定

1 0.0 － －  62 0.1

Ⅵ　自己株式 △1,016 △2.0 － －  △966 △1.8

資本合計 30,349 59.1 － － － 31,613 60.2

負債、少数株主
持分及び資本合
計

51,308 100.0 － － － 52,535 100.0
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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）

対前中間期
比

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（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   － －  3,435 6.9 －  － －

　２.資本剰余金   － －  4,805 9.6 －  － －

　３.利益剰余金   － －  24,129 48.4 －  － －

　４.自己株式   － －  △1,121 △2.2 －  － －

　　株主資本合計   － －  31,248 62.7 －  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１.その他有価証券評価

差額金
  － －  158 0.3 －  － －

　２.繰延ヘッジ損益   － －  10 0.0 －  － －

　３.為替換算調整勘定   － －  55 0.1 －  － －

評価・換算差額等合計   － －  225 0.4 －  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  32 0.1 －  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  564 1.1 －  － －

純資産合計   － －  32,070 64.3 －  － －

負債純資産合計   － －  49,841 100.0 －  － －
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(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）

対前中間
期比

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（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 39,325 100.0 36,306 100.0 △3,018 78,771 100.0

Ⅱ　売上原価 30,949 78.7 28,488 78.5 △2,460 63,099 80.1

売上総利益 8,375 21.3 7,818 21.5 △557 15,671 19.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 

１．広告宣伝費 571 482  1,198

２．発送梱包費 2,888 2,672  5,564

３．貸倒引当金繰
入額

－ 9  －

４．従業員給料賞
与

1,284 1,405  2,885

５．賞与引当金繰
入額

262 137  196

６．その他 2,770 7,777 19.8 2,643 7,351 20.2 △425 5,389 15,235 19.3

営業利益 598 1.5 466 1.3 △132 436 0.6

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 5 25  10

２．仕入割引 80 －  155

３．為替予約解約
益

515 －  515

４．未回収商品券
受入益

603   573    1,122   

５．その他 152 1,357 3.4 175 774 2.2 △583 296 2,100 2.6

Ⅴ　営業外費用  

１．売上割引 16 19  29

２．その他 0 16 0.0 2 22 0.1 6 6 36 0.0

経常利益 1,939 4.9 1,218 3.4 △721 2,501 3.2

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻
入益

22 －  106

２．固定資産売却
益

 ※1 － －  2,608

３．投資有価証券
売却益

 － 195  5

４．保険積立金解
約益

 20 42 0.1 － 195 0.5 152 20 2,740 3.4

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却
損

※2 4 2  34

２．貸倒引当金繰
入額

82 －  －

３．投資有価証券
評価損

31 0  34

４．減損損失  ※3 541 －  541

５．子会社整理損  ※4 － 151  1,028

６．退職給付費用  － 117  －

７．その他 58 718 1.8 － 271 0.8 △446 38 1,678 2.1
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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）

対前中間
期比

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（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
（％）

税金等調整前
中間（当期）
純利益

1,264 3.2 1,141 3.1 △122 3,563 4.5

法人税、住民
税及び事業税

791 332  2,121

法人税等調整
額

△3 788 2.0 131 463 1.2 △325 △59 2,062 2.6

少数株主利益
又は少数株主
損失（△）

19 0.0 △4 △0.0 △23 △3 △0.0

中間(当期)純
利益

457 1.2 682 1.9 225 1,504 1.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,796 4,796

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　自己株式処分差益  － － 2 2 

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

4,796 4,799

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 22,896 22,896

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 457 457 1,504 1,504

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 271  543  

２　連結範囲変更に伴う
減少額

8 279 8 551

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

23,073 23,849

　中間連結株主資本等変動計算書

　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）

 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　　　
（百万円）

3,435     4,799  23,849 △966 31,117 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当　(注)   △408  △408 

利益処分による役員賞与　
(注)

    － 

中間純利益   682  682 

自己株式の取得    △276 △276 

自己株式の処分  6  122 128 

連結範囲の変動   4  4

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 （百万円)

      －  6 279 △154 131 

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（百万円）
3,435 4,805 24,129 △1,121 31,248 
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評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（百万円）
433 － 62 496 － 681 32,294 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）       △408 

利益処分による役員賞与（注）       －

中間純利益       682 

自己株式の取得       △276 

自己株式の処分       128 

連結範囲の変動       4 

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）

△275 10 △6 △270 32 △116 △355 

中間連結会計期間中の変動額合計
　               （百万円)

△275 10 △6 △270 32 △116 △223 

平成18年９月30日　残高
（百万円）

158 10 55 225 32 564 32,070 

 （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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(4) 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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

1,264 1,141 3,563

減価償却費 646 557 1,266

子会社整理損 － 11 680

減損損失 541 － 541

連結調整勘定償却額 △39 － △78

負ののれん償却額 － △42 －

賞与引当金の増減額 74 △39 △4

貸倒引当金の増減額 25 △35 △176

退職給付引当金の増減
額

△0 162 28

役員退職慰労引当金の
増減額

△249 15 △298

受取利息及び受取配当
金

△5 △25 △10

投資有価証券売却益 － △195 △5

為替差損益 △9 1 △16

有形固定資産売却益 － － △2,608

有形固定資産除却損 4 2 34

売上債権の増減額 51 △416 1,206

たな卸資産の増減額 △386 235 205

その他の流動資産の増
減額

922 283 1,036

仕入債務の増減額 △557 △250 △1,701

未払消費税等の増減額 120 △177 258

その他の流動負債の増
減額

△1,391 △156 △514

その他 122 △249 △851

小計 1,132 822 2,555

利息及び配当金の受取
額

6 23 12

利息の支払額 － － △1

法人税等の支払額 △15 △1,991 △51

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,123 △1,145 2,514
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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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金等の預入によ
る支出

△12 △509 △167

定期預金等の払戻によ
る収入

10 37 212

有価証券の償還による
収入

300 － 800

投資有価証券の取得に
よる支出

△0 △44 △6

投資有価証券の売却に
よる収入 

－ 116 11

子会社株式の取得によ
る支出

△17 △89 △17

子会社株式の売却によ
る収入

－ 135 －

有形固定資産の取得に
よる支出

△124 △81 △285

有形固定資産の売却に
よる収入

－ － 9,041

無形固定資産の取得に
よる支出

△102 △91 △324

貸付けによる支出 △177 △9,620 △195

貸付金の回収による収
入

2 67 4

出資金の払込による支
出

△0 △11 △0

保証金の差入による支
出

－ △5 △46

保証金の返還による収
入

1 5 39

商品券発行保証金の差
入による支出

△800 － △800

その他 61 108 297

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△859 △9,982 8,563

－ 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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増加額 12 － －

自己株式の取得による
支出

△0 △276 △2

自己株式の処分による
収入 

－ 128 53

配当金の支払額 △269 △408 △541

少数株主への配当金の
支払額

△3 △6 △3

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△260 △563 △494

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

19 △2 43

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

22 △11,694 10,627

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

10,219 20,912 10,219

Ⅶ　連結範囲の変更を伴う現
金及び現金同等物の増減
額

64 △13 64

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

10,306 9,204 20,912
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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 (1）連結子会社数　　８社

連結子会社名

スリーハートロジスティクス

㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショ

ナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

  ㈱シャディグルメ倶楽部

シャディサンクス＆サービス

㈱

(1）連結子会社数　　６社

連結子会社名

スリーハート・コーポレー

ション㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショ

ナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

 

(1）連結子会社数　　　８社

連結子会社名

スリーハート・コーポレー

ション㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショ

ナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

㈱シャディグルメ倶楽部

シャディサンクス＆サービス

㈱

 上記のうち、前連結会計年度

において非連結子会社であった

㈱シャディグルメ倶楽部は、重

要性が増したため当連結会計年

度より連結の範囲に含めており

ます。また、シャディサンクス

＆サービス㈱については、当連

結会計期間において新たに設立

したため連結の範囲に含めてお

ります。

 　また、前連結会計年度におい

て連結子会社としていたシャ

ディ金物㈱は、平成16年９月１

日付でシャディ㈱と合併し解散

したため、連結の範囲から除外

しました。

 

　前連結会計年度において連結

子会社であった㈱シャディグル

メ倶楽部およびシャディサンク

ス＆サービス㈱の２社は、平成

18年7月21日付をもって清算結

了したため、連結の範囲から除

外しました。 

 

㈱シャディグルメ倶楽部および

シャディサンクス＆サービス㈱

の２社は、当連結会計年度から

連結の範囲に含めておりま

す。

なお、当該２社は事業再編の一

環として業務をシャディ㈱およ

びスリーハート・コーポレー

ション㈱に移管するため、平成

18年３月末日をもって解散し、

清算手続きを行っておりま

す。

 スリーハートロジスティクス

㈱は平成18年３月27日付をもっ

て、社名をスリーハート・コー

ポレーション㈱に変更いたしま

した。 

(2）主要な非連結子会社の名称等

　　主要な非連結子会社

 電子金券開発㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(2）主要な非連結子会社の名称等

     主要な非連結子会社

青島謝迪中忠家用飾品有限公

司

（連結の範囲から除いた理由）

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

電子金券開発㈱

（連結の範囲から除いた理

由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。
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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）

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数　　　

　該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（電子金券開発㈱他５社）

及び関連会社（セキセー㈱、㈱オ

フィス２０２０新社）は、中間純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

(1）持分法適用の関連会社数　

同左　

(2）持分法を適用していない非連結

子会社(青島謝迪中忠家用飾品有

限公司他１社)及び関連会社（セ

キセー㈱、㈱オフィス２０２０新

社）は、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しており

ます。

(1）持分法適用の関連会社数　

同左　

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（電子金券開発㈱ほか４

社）及び関連会社（セキセー㈱、

㈱オフィス２０２０新社）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

３．連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、上海

謝迪礼品有限公司を除き中間連結決

算日と一致しております。

　上海謝迪礼品有限公司の中間決算

日は６月30日でありますので、同日

作成の中間財務諸表に基づいており

ます。ただし、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。

同左 　上海謝迪礼品有限公司の決算日は

12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、連結決算日との

間に発生し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。

４．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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

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出し

ております。）

その他有価証券

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出

しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

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出してお

ります。）

時価のないもの

　総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

ロ　デリバティブ

時価法 

ロ　デリバティブ

同左

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産

　先入先出法による原価法によっ

ております。

ハ　たな卸資産

同左

ハ　たな卸資産

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）

(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

　主として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、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　３年～50年

　機械装置　　　４年～17年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

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）に基づいておりま

す。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

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

績率により計上し、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に

回収の可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　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

付債務の見込額に基づき、当中間

連結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。

ロ　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

付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期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。提出会社は原則法により算

定し、連結子会社は簡便法によっ

て算定しております。

　なお、提出会社においては、数

理計算上の差異は、各年度の発生

時における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

生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

ロ　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

付債務の見込額に基づき、当連結

会計年度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。
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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）

 (会計処理の変更)

当連結会計年度より退職給付債務

の算定方法を提出会社においては

簡便法から原則法に変更いたしま

した。この変更は従業員の増加等

にともない、退職給付に係る会計

処理をより適切に行うためであり

ます。

この変更にともなって発生する原

則法による退職給付債務と簡便法

による退職給付債務の差額117百

万円は特別損失に計上しておりま

す。

この結果、従来の方法によった場

合に比較して、営業利益、経常利

益は17百万円減少し、税金等調整

前中間純利益は、134百万円減少

しております。

ハ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、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。

ハ　役員退職慰労引当金

同左

ハ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規程に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上

しております。

(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。

同左 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）

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。

イ．ヘッジ会計の方法

同左

イ．ヘッジ会計の方法

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・デリバティブ

取引（為替予約取引等）

ヘッジ手段・・同左 ヘッジ手段・・同左

ヘッジ対象・・外貨建金銭債

務および外貨建予定取引

ヘッジ対象・・同左 ヘッジ対象・・同左

ハ．ヘッジ方針

輸入取引に係る外貨建金銭債

務および外貨建予定取引に対

して為替相場の変動によるリ

スクをヘッジする目的で行っ

ております。

ハ．ヘッジ方針

同左

ハ．ヘッジ方針

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一である

ため、ヘッジに高い有効性が

あるものと判断しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）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の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理の方法

同左

消費税等の会計処理の方法

同左

５．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

　手許現金、随時引き出し可能な預

金およ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

内に満期または償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 同左

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。

これにより税金等調整前中間純利益

は、541百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、

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。

これにより税金等調整前当期純利益は、

541百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、当

該資産の金額から直接控除しておりま

す。
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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）

　　　　　 ───── (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31,463百万円でありま

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。  

───── 

　　　　　 ─────  (ストック・オプション等に関する

会計基準)

　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準第8号　平成17年

12月27日)及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第11号　平成

18年5月31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、それ

ぞれ32百万円減少しております。

───── 

　　　　　 ─────  (仕入割引)　

　前連結会計年度まで、仕入代金現

金決済時に受取る現金歩引きについ

ては、営業外収益の「仕入割引」と

して会計処理しておりましたが、当

中間連結会計期間より、仕入控除項

目として、「売上原価」に含めて処

理することに変更しました。

　この変更は、市場の実勢金利との

乖離により金利としての側面が薄れ

て、商品コスト引下げ、仕入割戻と

同様の商品価格政策の一部となって

きた実態に即して、より適切な表示

を行うためのものであります。

　この変更により従来の方法と比べ

て営業利益は、66百万円増加し営業

外収益が同額減少しております。

───── 
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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)

 「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区

分掲記しました。なお、前中間連結会計期間末の「短期貸

付金」の金額は、153百万円であります。 

 
 前中間連結会計期間において連結調整勘定と表示してい

たものは、負ののれんとして表示しております。

─────  
 (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において、連結調整勘定償却額とし

て表示していたものは、負ののれん償却額として表示して

おります。

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　担保資産および担保付債務

担保に供している資産

※１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産

※１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産

投資その他の

資産（商品券

発行保証金）

800百万円

投資その他の

資産（商品券

発行保証金）

800百万円

投資その他の

資産（商品券

発行保証金）

800百万円

　商品券発行保証金は現金にて供

託しております。

　商品券発行保証金は現金にて供

託しております。

　商品券発行保証金は現金にて供

託しております。

担保付債務 担保付債務 担保付債務

商品券 3,313百万円 商品券 2,388百万円 商品券 2,772百万円

※２　　　　　 ───── 

 

※２　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当中間連

結会計期間の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形

の金額は、次のとおりでありま

す。

　　　受取手形　496百万円

　　　支払手形　　0百万円

※２　　　　 ───── 
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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　固定資産売却益の明細

　　　土地　　　　　 2,162百万円

　　　建物　　　 　　  446百万円

※２　固定資産除却損の明細 

      構築物　　　 　    4百万円

　　　その他　　         0百万円

　 

※２　固定資産除却損の明細 

      建物　　　 　     1百万円

　　　その他　　        1百万円　 

※２　固定資産除却損の明細 

 　　 構築物　　　　　   4百万円

　　　その他　　　　    30百万円

※３　減損損失

 　当中間連結会計期間において、当

社グループ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。

場　所：大阪市天王寺区

用　途：店舗

種　類：土地および借地権

減損額：346百万円

 

場　所：大阪市天王寺区ほか　

用　途：遊休資産

種　類：土地

減損額： 58百万円

 

場　所：山梨県甲府市

用　途：賃貸土地

種　類：土地

減損額：136百万円

 

当社グループの資産グルーピングは

本社機能および各地の物流センター、

支店については共用資産として行い、

直営店舗、遊休資産については個別

物件単位で行っております。

このうち市場価格が著しく下落した

物件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541百万円として計上いたしまし

た。

　なお、当該資産の回収可能価額は

不動産鑑定評価を行い主に正味売却

価額で算定しております。

───── ※３　減損損失

 　当連結会計年度において、当社グ

ループ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。

場　所：大阪市天王寺区

用　途：店舗

種　類：土地および借地権

減損額：346百万円

 

場　所：大阪市天王寺区ほか　

用　途：遊休資産

種　類：土地

減損額： 58百万円

 

場　所：山梨県甲府市

用　途：賃貸土地

種　類：土地

減損額： 136百万円

 

当社グループの資産グルーピングは

本社機能および各地の物流センター、

支店については共用資産として行い、

直営店舗、遊休資産については個別

物件単位で行っております。

このうち市場価格が著しく下落した

物件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541百万円として計上いたしまし

た。

　なお、当該資産の回収可能価額は

不動産鑑定評価を行い主に正味売却

価額で算定しております。

※４　     ───── 

 

 ※４　子会社整理損の明細

         子会社出資金評価損 

                       11百万円

         清算損　　　　 3百万円　

　

　　     清算費用     136百万円 

 ※４ 子会社整理損の明細　

　 　   子会社出資金評価損 

                     680百万円

　　    貸倒引当金繰入(貸付金)　

                     296百万円

　　    清算費用(未払費用)

                      52百万円
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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並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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 20,287 － － 20,287

合計 20,287 － － 20,287

 自己株式     

 　　普通株式　 847 175 101 921

合計 847 175 101 921

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加175千株は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく単元株式

の買付けによる増加175千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものであります。また、普通株式

の自己株式の株式数の減少101千株は、ストック・オプションの行使による減少101千株および単元未満株式の買

増し請求による０千株によるものであります。

　　　　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（百万円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとしての新

株予約権
 　普通株式 － 134 － 134 32

 連結子会社  －  － － － － － －

 合計  － － 134 － 134 32

(注) 　ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月24日

取締役会
普通株式 408 21  平成18年３月31日  平成18年６月７日

　　(注)当社は委員会設置会社でありますので、取締役会にて決議し平成18年６月21日開催の定時株主総会において

　　　　利益処分の報告を行っております。

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 348 利益剰余金 18  平成18年９月30日  平成18年12月８日
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（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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 10,617百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金等
△310百万円

現金及び現金同等物 10,306百万円

現金及び預金勘定 9,938百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金等
△734百万円

現金及び現金同等物 9,204百万円

現金及び預金勘定 21,174百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金等
△262百万円

現金及び現金同等物 20,912百万円
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 500 501 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 500 501 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 40 59 19

(2）債券

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 40 59 19

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

 その他有価証券

非上場株式 178

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 － － －

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 62 315 253

(2）債券

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 62 315 253
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

 その他有価証券

非上場株式 5

金銭信託 22

投資事業有限責任組合への出資 55

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式0百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 － － －

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 74 596 522

(2）債券

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 74 596 522

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

 その他有価証券

非上場株式 5

投資事業有限責任組合への出資 168

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について34百万円（時価評価されていない主な有価証券34百万円）減損処

理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。
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③　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　ストック・オプション等

        　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益の金額の合計額は、

いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、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。

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）

　当中間連結会計期間におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益の金額の合計額は、

いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、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。

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）

　当連結会計年度におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益の金額の合計額は、い

ずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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  1,564円46銭

１株当たり中間純利益金

額

  23円56銭

１株当たり純資産額  1,625円20銭

１株当たり中間純利益金

額

    35円10銭

１株当たり純資産額  1,626円18銭

１株当たり当期純利益金

額

    77円56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、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。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額　　　　　　　　　　　35円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額　　　　　　　　　　　77円56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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 457 682 1,504

普通株主に帰属しない金額（百万円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
457 682 1,504

普通株式の期中平均株式数（株） 19,399,353 19,456,731 19,400,609

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(百万円) － － －

普通株式増加数(株) － 16,028.13 2,251.56

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

平成13年６月28日開催

の当社第41期定時株主

総会において決議され

た旧商法第210条ノ２に

基づくストック・オプ

ション（自己株式譲渡

方式）のための普通株

式190,000株

行使期間

平成15年７月１日から

平成18年６月30日まで

─────  ───── 
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間において連結子会社であったシャディ漆器工芸株式会社につきましては、平成18年10月２日付を

もって提出会社所有の全株式をシャディ漆器工芸株式会社に譲渡したため、連結の範囲からはずれることとなりまし

た。

 

１．売却の理由

　シャディ漆器工芸株式会社は、漆器関連商品の生産地である石川県加賀市において地元のメーカーとシャディ株式

会社(提出会社)の中間に位置して「漆器商品の企画開発及び集積・取りまとめ機能(商品調達機能)」を果たしてまい

りました。

今般、シャディ株式会社のマーチャンダイジング力強化および地元各メーカーの対応力が強化されてきたことにより、

シャディ漆器工芸株式会社の役割を「メーカーとしての商品開発力強化」にシフトすることで合意いたしましたので、

同社の株式を売却することとなりました。

 

２．売却した株式の数、売却前及び売却後の所有権割合

　　　売却株式数　　　　　　　　　　１，５００株

　　　売却前の議決権所有割合　　　　　　　５０％

　　　売却後の議決権所有割合　　　　　　　　０％

　　　売却先　　　　　　シャディ漆器工芸株式会社
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５．生産、受注及び販売の状況

１．生産状況

　生産は行っておりませんので、該当事項はありません。

２．受注状況

　受注生産は行っておりません。

３．販売状況

　当社グループの品群別売上高を示すと次のとおりであります。

 （単位：百万円）

品群

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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

繊維品 5,478 13.9 5,015 13.7 11,687 14.8

陶器 827 2.1 974 2.7 2,302 2.9

漆器 382 1.0 244 0.7 588 0.7

金物 867 2.2 649 1.8 1,542 2.0

食料品、洗剤 19,932 50.5 18,960 52.0 39,534 50.0

雑貨 8,963 22.7 7,600 20.8 16,553 20.9

カタログ類、その他 2,985 7.6 3,020 8.3 6,845 8.7

総売上高 39,437 100.0 36,466 100.0 79,054 100.0

割戻及び値引 112 － 159 － 283 －

売上高 39,325 － 36,306 － 78,771 －

（注）１．割戻及び値引は、品群別分類が困難であるため、総売上高より一括控除しております。また、当中間連結会計

期間より、品群の分類の基準を一部変更して記載しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における総販売実績に対する割合が10％以上の相手先はありませ

ん。
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