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平成19年３月期 中間決算短信（連結)             

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  
米国会計基準採用の有無  無   
 
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） 
 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) 連結経営成績                                   (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 12,909 ( 7.3) 256 ( △5.3) 310 (△28.2) 
17年９月中間期 12,036 ( － ) 271 (  －  ) 432 (  －  ) 

18年 ３月 期 25,220  729  977  
 

 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 185 (△24.5) 46 71 － － 
17年９月中間期 245 ( － ) 75 43 － － 

18年 ３月 期 597  176 74 － －  
(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 3,968,920株 17年９月中間期 3,255,000株 18年３月期 3,309,310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                                                              (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 14,342 3,005 21.0 757 23 
17年９月中間期 13,806 1,655 12.0 508 55 

18年 ３月 期 14,153 2,952 20.9 740 75  
(注) 期末発行済株式数(連結) 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

 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                                              (百万円未満切捨) 

 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 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円
18年９月中間期 △25 △81 119 1,606 
17年９月中間期 △555 △13 661 1,931 

18年 ３月 期 △408 13 146 1,591 
 
 (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 ５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) １社 (除外) －社 持分法(新規) －社 (除外) －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 26,206 832 446 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）112円 37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、多分に不確定要素を 
含んでおります。実際の実績等は、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。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。 
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１. 企業集団の状況 

 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（クリエイト株式会社）、連結子会社５社（クリット株式

会社、株式会社ハイライト、ダイドレ株式会社、ダイドレ物流有限会社、ダイポリシステム株式会社）により構

成されており、パイプ・継手・バルブ等の管工機材商品の販売を主たる業務としております。 

連結子会社であるダイドレ株式会社は、主に排水継手・排水器具・マンホール蓋等のトーローブランド商品を

製造しており、当社はトーローブランド商品の総販売代理店として販売しております。 

なお、平成18年７月３日、樹脂製配管システムの組立及び加工製品の販売を目的として、ダイドレ株式会社の

100％出資によりダイポリシステム株式会社を設立しております。  

 

企業集団についての事業系統図は、次のとおりであります。  
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２. 経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来、あらゆる生命体に欠かせない「水」に関わる仕事を通じて社会に貢献することを企業理

念に掲げ、パイプや継手等を主とする管工機材の専門商社として事業を展開しております。人と水の係わりを

深め、より豊かな生活を創造する全国ネットワーク企業として、付加価値の高い商品の供給に努め、より快適

な都市と住まいの環境づくりに貢献して行く事が当社の経営の基本方針です。当社は、今後もこの基本方針の

もと、製造・販売・開発の三位一体のグループ力を強化し、総合的なサービスの提供に努めてまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実を図るとともに、株主に対する利益還元を経営

の重要課題の一つと認識しております。 

配当につきましては、安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針とし、業績の進展及び内部留保

の充実などを勘案しながら、配当性向20％を目標として、順次引き上げていく方針であります。 

内部留保資金につきましては、経営基盤の一層の強化並びに事業拡大を図るための人材採用・育成、新規事

業展開、商品開発への投資資金として有効に活用してまいります。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、経営指標として「売上高」、「売上総利益率」及び「営業利益」を主眼としており、事業領域・売

上高の拡大を図りながら、粗利幅を確保し、売上とコストの関係を 適化できる体制を作り上げてまいります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、存在価値の高い管工機材商社として、顧客に付加価値の高い商品・サービスの供給を行うことを基

本戦略としております。全国販売・物流ネットワーク網による「商社機能」に自社ブランドによる「メーカー

機能」を加えた経営体制により、競争力の高い幅広い強みを発揮してまいります。 

また、従来からの管工機材商品に加え、住宅設備機器・建材・土木などの新規取扱商品の強化を図りながら、

リフォーム市場への進出、自社ブランドの領域拡大、販売チャネルの拡大、環境対応型事業の拡充を推進する

ことを中長期的な経営戦略と位置付けております。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

今後の経済の見通しにつきましては、製造業を中心とした設備投資が堅調に推移し、個人消費が持ち直す一

方で、輸出の減速、原油価格や素材の高騰による影響も懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推

移するものと予想されます。 

また、当社を取り巻く経営環境は、堅調な住宅着工戸数をベースに、リフォーム需要の拡大が見込まれるな

ど、市場全体は安定的に推移すると思われますが、公共事業の減少、受注競争の激化、消費者ニーズの多様化

などにより市場内の各セグメントにおいて優劣・格差が生じるなど、楽観できない状況が続くと予想されます。 

この様な環境に対応するため、当社はグループの総合力を発揮し、利益体質強化に重点を置き、顧客の視点

に立った付加価値の創造を目指し、次の３点を基本戦略として事業を展開してまいります。 

① 営業拠点の拡充  

 顧客密着型の営業とジャストインタイムのデリバリーを実践しながら、既存分野にプラスして新分野への販

路を拡大するためには、成長力のある地域への積極的な営業所出店を推進していく必要があります。また、市

場や顧客のニーズを的確に捉え、提案型の営業を実践するためには豊富な品揃えが必要となるため、今後も営

業所の開設や拡充・拡張を推進してまいります。 

② 取扱商品の拡充及び新規取引先・新分野の開拓 

 管工機材は建築資材の一分野であり、多分野の商流がリンクし、幅広い市場と販売機会を持っております。

管材分野における商流をベースに住宅設備機器類・ポンプ類等の新規取扱商品を拡充しながら、建材分野の商

品の拡充・拡販を図り、今後増加が見込まれるリフォーム市場へ参入してまいります。 

③ 財務体質の強化 

 継続的な成長のための新たなチャレンジには、メリット・デメリット（リスク）を見極めた適切な経営判断

が必要となります。中でも、販売機会を逃すことなく、迅速かつ的確な判断に基づいた「与信管理」の強化に

より、不良債権の発生防止と利益体質強化による有利子負債の圧縮に努めてまいります。 
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(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその実施状況」に記載のとおりであります。 

 

(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. 経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の拡大による設備投資の増加、雇用・所得環境の改善

による個人消費の伸び、民間住宅投資の堅調な推移などに支えられ、引き続き回復基調で推移いたしました。

しかしながら、原油価格・原材料価格の高騰や公共事業関連の縮小など、企業業績に影響を及ぼす不安材料も

抱えております。 

管工機材業界におきましては、前期に引き続き原材料価格の上昇による製品値上げが続きました。また、耐

震強度偽装問題から建築物の構造計算や昭和56年以前の旧建築基準法に基づく耐震基準（想定震度５と現行よ

り低い）がクローズアップされ、一部はリフォームや建て替え需要として顕在化する一方、新築物件は検査強

化による着工遅れが見られました。 

このような状況のもと、市場シェア拡大、新規取扱商品の拡充、新分野の開拓に取り組み、５月には東京配

送センター（有明営業所併設）を拡張移転し営業・サービスの拡充を図り、７月には給水・給湯市場への参入

を目的として、ダイドレ株式会社の 100％出資によりダイポリシステム株式会社を設立しました。その結果、

売上高は12,909 百万（前年同期比7.3％増）となりましたが、一部商品の価格転嫁の遅れなどから、売上総利

益は 2,428 百万円（前年同期比 5.9％増）となり、人材確保による人件費・社会保険料の増加、原油価格高騰

による燃料費・運賃の増加等により、営業利益は 256 百万円（前年同期比 5.3％減）となりました。また、デ

リバティブ取引の再評価等により営業外収益の増加はあったものの、前中間連結会計期間のデリバティブ評価

益を115 百万円計上していたこともあり、経常利益は310 百万円（前年同期比28.2％減）、中間純利益は185

百万円（前年同期比24.5％減）となりました。 

 

品目別の業績は次のとおりであります。 

 

〔排水・汚水関連商品〕  

当商品群の主力である鋳鉄製品は、引き続き樹脂製品等への移行トレンドによる需要減少と原材料高騰によ

る製品値上げが続いており、市場シェア拡大に向けた現場情報の収集と市況を見据えた価格対応に取り組みま

した。排水金具や耐火二層管等の個別商品においては売上増加が見られたものの、全般的な鋳鉄製品の需要減

少速度が速く、当商品群の売上高は3,604百万円（前年同期比1.7％減）となりました。 

 

〔給湯・給水関連商品〕 

当商品群については、同一商品群内で管種移行が進んでおり、鉄製配管資材から樹脂管やステンレス管への

管種移行のトレンドに合わせ、現場毎のニーズの取り込みとジャストインタイムのデリバリーのための在庫拡

充に取り組みました。原材料高騰により製品価格値上げが続いておりますが、需要増加の追い風を受け比較的

順調に価格転嫁を進めました結果、当商品群の売上高は3,455百万円（前年同期比16.3％増）となりました。 

 

〔化成商品〕 

当商品群の主力であるビニルパイプ・継手、小口径マス類は、管工機材業界において潜在的な需要と回転率

が高い商品であり、それらが当社の全国ネットワークによる営業・在庫・物流戦略に合致し、安定的な売上増

加に繋がりました。原材料高騰に伴う価格改定の影響を受け、価格転嫁速度に懸念材料はあるものの、市場動

向及び要求を見据えながらシェア拡大を図りました結果、当商品群の売上高は 3,649 百万円（前年同期比

5.1％増）となりました。 

 

〔その他〕 

当商品群については、新規取扱商品の拡充・新分野の開拓に取り組み、中でもリフォーム需要と建材分野の

新規開拓の足掛かりとした樹脂性外壁材の在庫販売の取り組みが成果を見せております。また、管材分野では

新規取扱商品として免震フレキ、水道メーター、住宅設備機器類などの商品の積極的な営業展開を図りました

結果、当商品群の売上高は2,198百万円（前年同期比14.4％増）となりました。 
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(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（資産の部） 

当中間連結会計期間末の資産の部の残高は、前中間連結会計期間末に比べて 535 百万円増加し、資産合計で

14,342 百万円となりました。この主な要因は、運転資金の手形割引を控えたため受取手形及び売掛金残高が

725百万円増加したこと等によるものです。 

 

（負債の部）  

当中間連結会計期間末の負債の部の残高は、前中間連結会計期間末に比べて 746 百万円減少し、負債合計で

11,336 百万円となりました。この主な要因は、株式公開による増資資金を借入金返済に充当したため短期借入

金、長期借入金が減少したこと等によるものです。  

 

（純資産の部） 

当中間連結会計期間末の純資産の部の残高は、前中間連結会計期間末に比べて 1,350 百万円増加し、純資産

合計で 3,005 百万円となりました。この主な要因は、株式公開の増資により資本金が 364 百万円、資本剰余金

が563百万円の増加等によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

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、前中間連結会計期間末に

比べ324百万円減少し、1,606百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は 25 百万円（前年同期比 530 百万円増加）となりました。これは主に、税金

等調整前中間純利益339 百万円、売上債権の増加額92 百万円、割引手形の減少額78 百万円、法人税等の支払

額213百万円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） 

投資活動の結果減少した資金は81 百万円（前年同期比68 百万円減少）となりました。これは主に、投資有

価証券取得による支出50百万円及び有形固定資産取得、売却による純減少16百万円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） 

財務活動の結果増加した資金は119 百万円（前年同期比541 百万円減少）となりました。これは主に、短期

及び長期借入金の純増加による収入218百万円及び親会社による配当金の支払額98百万円によるものでありま

す。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 平成18年３月期 平成18年９月期 

自己資本比率（％） 20.9 21.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 36.1 24.9 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 

(注) 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：株主時価総額／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  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

※株式時価総額は、期末株価終値×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。  
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※営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを 

使用しております。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている 

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息 

の支払額を使用しております。  

※営業キャッシュ・フローがマイナスの期における債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオに 

ついては「－」で表示しております。  

 

(3）通期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、製造業を中心とした設備投資が堅調に推移し、個人消費が持ち直す一

方で、輸出の減速、原油価格や素材の高騰による影響も懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推

移するものと予想されます。 

また、当社を取り巻く経営環境は、堅調な住宅着工戸数をベースに、リフォーム需要の拡大が見込まれるな

ど、市場全体は安定的に推移すると思われますが、市場内の各セグメントにおいて優劣・格差が生じるなど、

楽観できない状況が続くと予想されます。 

このような状況の中で、当社グループは、「営業拠点の拡充」、「取扱商品の拡充及び新規取引先・新分野

の開拓」、「財務体質の強化」を基本戦略に取り組むほか、広報・ＩＲ活動、人材の確保・育成、内部統制の

強化にも全力で取り組む所存であります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、当初予想どおり連結売上高26,206百万円（前年同期比3.9％増）、

連結経常利益832百万円（前年同期比14.9％減）、連結当期純利益は446百万円（前年同期比25.3％減）を見

込んでおります。 

なお、営業外損益にはデリバティブ取引による評価は織り込んでおりません。 

 

(4) 事業等のリスク 

本書に記載した経営成績、財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

る事項には、主に次のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものであります。また、以

下の記載は、本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意ください。 

 

① 建設市場動向による影響 

当社グループの主要販売品目である管工機材商品は、新設住宅着工、公共事業建設、民間設備投資等の建設

投資動向により需要が増減する傾向があります。このため、リフォーム市場の開拓、新規販売先の開拓や取扱

商品の拡大を図り、需要が変動することによる影響の低減に努めておりますが、これらの建設投資の動向が当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 原材料価格の変動による影響 

当社の取り扱う管工機材商品は、メーカーの製造原価が鉄鉱石や原油等の原材料価格の変動に影響を受ける

ため、当社の仕入価格が変動する可能性があります。また、当社の仕入価格が上昇した場合、販売価格に転嫁

するまでに一定の期間を要する場合があるため、売上総利益率の低下を招き、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 競合による影響 

 当社グループの属する管工機材業界においては、建築設備関連分野における需要減少傾向の中、競合が厳し

くなっており、今後、過度な値引競争が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは連結子会社であるダイドレ株式会社が製造し当社が総販売代理店を務めるトーローブ

ランド商品の開発、業界における認知度の向上、販売促進等に努めておりますが、競合メーカーの開発した新

商品が市場に投入され、トーローブランド商品の競争力が低減した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 
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④ 取引先信用不安による影響 

 当社グループは、主に管工機材販売店に対して販売を行っております。当社グループは、社内ネットワーク

による与信管理システムの活用及び外部の信用調査会社による信用情報の活用等により、販売先の与信管理を

行っておりますが、建設業界の不況等により管工機材販売店の経営が悪化した場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 海外取引による影響 

 連結子会社であるダイドレ株式会社及び株式会社ハイライトは、トーローブランド商品等の素材及び商品の

一部を、主として中国より仕入れております。従って、中国の景気動向、地域情勢等により当社グループの商

品調達が影響を受ける可能性があります。 

 また、ダイドレ株式会社は、平成 17 年３月期に、ドル建仕入想定額のうち一定額(1,800 千ドル/年)分の為

替レートを平成26年まで確定させることを目的として、外国為替先物為替予約契約及び通貨スワップ契約を金

融機関と締結しました。当該外国為替先物為替予約契約及び通貨スワップ契約は、長期間のデリバティブ契約

であるため、会計上のヘッジ会計が適用されず、為替及び円・ドル金利の動向によってはデリバティブの評価

損益が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 資金調達等による影響 

 当社グループは、主に金融機関への手形売却・割引、金融機関からの借入、社債の起債、また仕入先への裏

書手形による仕入債務の決済により資金調達を行っております。平成18年９月末時点における当社グループの

手形売却高は 2,698 百万円、手形割引高及び裏書譲渡高の合計額は 2,317 百万円、借入金及び社債の合計額は

3,198百万円となっております。 

 当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達できるコミットメントラインを導入する他、シン

ジケートローンや社債等の長期安定資金調達を図る一方、新株発行による資金調達を行い有利子負債の圧縮や

それに伴う資金調達コストの低減に努めております。また、将来の金利変動リスクのヘッジを目的として、金

利スワップ取引を行っております。しかしながら、割引手形等の偶発債務の顕在化や金利の変動を含む金融情

勢の変化により、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 

 

⑦ 仕入先からの割戻等による影響 

 当社は特定の仕入先との間で合意した仕入目標を達成した場合、当社の販売促進セール等への協賛があった

場合等、仕入先から仕入割戻しを受け入れております。 

 しかしながら、今後の仕入先との協議の結果によって当該仕入割戻しが廃止、もしくは当社が想定していた

割戻し率と乖離した場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 法的規制による影響 

 ダイドレ株式会社が製造する排水継手・排水器具・マンホール類については、「建築基準法」等の法的規制

を受けております。これらの規制の強化・緩和・改正・改定により製品の品質改善・改良の必要性が生じ製品

価格が上昇した場合、当社グループの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 

中間連結財務諸表 

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 
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   1,941,524 1,651,559  1,624,512

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４  4,768,811 5,494,683  5,323,110

 ３ たな卸資産   2,155,143 2,066,509  2,099,672

 ４ 繰延税金資産   87,805 116,429  120,502

 ５ その他   536,908 682,000  659,556

   貸倒引当金   △4,911 △5,216  △5,300

   流動資産合計   9,485,281 68.7 10,005,964 69.8  9,822,053 69.4

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※1,2 450,630 445,958 450,408 

  (2) 機械装置 
    及び運搬具 

※１ 36,786 30,053 32,431 

  (3) 土地 ※２ 1,847,802 1,822,365 1,847,802 

  (4) その他 ※１ 95,900 2,431,120 81,786 2,380,165 85,167 2,415,810

 ２ 無形固定資産   8,646 11,555  9,134

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 276,805 298,870 282,979 

  (2) 繰延税金資産  335,477 353,575 341,895 

  (3) その他 ※２ 1,496,255 1,478,209 1,460,660 

   貸倒引当金  △227,188 1,881,350 △186,056 1,944,598 △178,905 1,906,629

   固定資産合計   4,321,117 31.3 4,336,319 30.2  4,331,574 30.6

   資産合計   13,806,399 100.0 14,342,283 100.0  14,153,628 100.0
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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) 

前連結会計年度 
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 ※2,4  6,248,251 6,625,560  6,579,708

 ２ 短期借入金 ※2,6  1,450,000 820,000  290,200

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

※２  891,106 918,972  895,268

 ４ 未払法人税等   137,284 150,941  226,462

 ５ 賞与引当金   124,640 154,980  125,786

 ６ その他 ※５  203,799 415,909  272,640

   流動負債合計   9,055,081 65.6 9,086,364 63.3  8,390,065 59.3

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   200,000 ―  200,000

 ２ 長期借入金 ※２  1,854,510 1,259,478  1,594,416

 ３ 退職給付引当金   458,035 444,123  459,604

 ４ 役員退職慰労引当金   283,330 292,063  288,620

 ５ 連結調整勘定   82,101 ―  155,632

 ６ 負ののれん   ― 135,676  ―

 ７ その他   150,524 119,206  113,113

   固定負債合計   3,028,501 21.9 2,250,549 15.7  2,811,386 19.8

   負債合計   12,083,583 87.5 11,336,913 79.0  11,201,452 79.1

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分   67,494 0.5 ― ―  ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   282,354 2.1 ― ―  646,494 4.6

Ⅱ 資本剰余金   239,728 1.7 ― ―  803,217 5.7

Ⅲ 利益剰余金   1,064,830 7.7 ― ―  1,416,403 10.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  68,409 0.5 ― ―  86,161 0.6

Ⅴ 自己株式   ― ― ― ―  △100 △0.0

   資本合計   1,655,322 12.0 ― ―  2,952,176 20.9

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

  13,806,399 100.0 ― ―  14,153,628 100.0
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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) 

前連結会計年度 
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   ― ― 646,494 4.5  ― ―

 ２ 資本剰余金   ― ― 803,217 5.6  ― ―

 ３ 利益剰余金   ― ― 1,490,382 10.4  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △100 △0.0  ― ―

   株主資本合計   ― ― 2,939,993 20.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  ― ― 65,376 0.5  ― ―

   評価・換算差額等 
   合計 

  ― ― 65,376 0.5  ― ―

   純資産合計   ― ― 3,005,370 21.0  ― ―

   負債及び純資産合計   ― ― 14,342,283 100.0  ― ―
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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) 

前連結会計年度 
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   12,036,020 100.0 12,909,361 100.0  25,220,177 100.0

Ⅱ 売上原価   9,742,783 80.9 10,480,829 81.2  20,349,184 80.7

   売上総利益   2,293,237 19.1 2,428,532 18.8  4,870,993 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,022,204 16.8 2,171,947 16.8  4,141,812 16.4

   営業利益   271,033 2.3 256,584 2.0  729,181 2.9

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1,095 749 1,653 

 ２ 受取配当金  12,654 2,494 14,143 

 ３ 連結調整勘定償却額  11,152 ― 22,609 

 ４ 負ののれん償却額  ― 19,955 ― 

 ５ 不動産賃貸収入  42,177 36,753 76,000 

 ６ 仕入割引  40,131 48,833 86,052 

 ７ デリバティブ評価益  115,581 14,325 182,999 

 ８ 為替差益  ― 18,687 ― 

 ９ その他  36,638 259,431 2.1 24,795 166,595 1.3 63,201 446,661 1.8

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  37,812 26,334 65,190 

 ２ 手形売却損  17,168 22,615 43,323 

 ３ 不動産賃貸原価  21,272 21,796 43,622 

 ４ 売上割引  ― 22,034 38,372 

 ５ 貸倒引当金繰入額  ― 18,880 ― 

 ６ その他  21,945 98,198 0.8 1,001 112,663 0.9 7,495 198,004 0.8

   経常利益   432,266 3.6 310,516 2.4  977,837 3.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益  127 757 56,095 

 ２ 貸倒引当金戻入額  309 83 310 

 ３ 立退補償金  ― 38,587 ― 

 ４ 保険解約益  59,338 59,775 0.5 ― 39,428 0.3 59,338 115,745 0.4

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ ― 10,437 132 

 ２ 固定資産除却損 ※３ 419 174 6,487 

 ３ 貸倒引当金繰入額  68,651 ― 49,888 

 ４ 貸倒損失  5,381 ― 5,381 

 ５ その他 ※４ 1,320 75,771 0.6 100 10,711 0.1 35,913 97,803 0.4

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益 

  416,270 3.5 339,233 2.6  995,778 3.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 123,684 147,256 366,460 

   法人税等調整額  21,846 145,531 1.2 6,575 153,831 1.2 △29,004 337,456 1.3

   少数株主利益   25,210 0.2 ― ―  61,220 0.2

   中間(当期)純利益   245,528 2.1 185,401 1.4  597,102 2.4
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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 

(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  239,728  239,728

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 増資による新株の発行  ― ― 563,488 563,488

Ⅲ 資本剰余金 

  中間期末(期末)残高 
 239,728  803,217

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  888,014  888,014

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   中間(当期)純利益  245,528 245,528 597,102 597,102

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  47,942 47,942 

 ２ 役員賞与  20,770 68,712 20,770 68,712

Ⅳ 利益剰余金 

  中間期末(期末)残高 
 1,064,830  1,416,403
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④ 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(千円) 646,494 803,217 1,416,403 △100 2,866,014

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (注) △99,223  △99,223

 役員賞与 (注) △12,200  △12,200

 中間純利益 185,401  185,401

 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  
(千円) 

― ― 73,978 ― 73,978

平成18年９月30日残高(千円) 646,494 803,217 1,490,382 △100 2,939,993

 

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) 86,161 86,161 2,952,176

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 (注) △99,223

 役員賞与 (注) △12,200

 中間純利益 185,401

 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) 

△20,784 △20,784 △20,784

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△20,784 △20,784 53,194

平成18年９月30日残高(千円) 65,376 65,376 3,005,370

(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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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 

(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   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  416,270 339,233 995,778

 ２ 減価償却費  42,911 41,021 91,233

 ３ 連結調整勘定償却  △11,152 ― △22,609

 ４ 負ののれん償却  ― △19,955 ―

 ５ 貸倒引当金の増加額  39,104 18,796 49,577

 ６ 賞与引当金の増加額  34,180 29,194 35,326

 ７ 退職給付引当金の減少額  △4,547 △15,480 △2,978

 ８ 役員退職給付引当金の増減額 

（減少：△） 
 △150 3,443 5,140

 ９ 受取利息及び受取配当金  △13,750 △3,243 △15,797

 10 デリバティブ評価益  △115,581 △14,325 △182,999

 11 支払利息  37,812 26,334 65,190

 12 手形売却損  17,168 22,615 43,323

 13 立退補償金  ― △38,587 ―

 14 固定資産売却損  ― 10,437 132

 15 固定資産除却損  419 174 6,487

 16 売上債権の増減額（増加：△）  △629,322 △92,821 909,031

 17 割引手形の減少額  ― △78,751 △2,092,652

 18 棚卸資産の減少額  10,856 33,163 64,695

 19 仕入債務の増加額  93,452 45,851 424,910

 20 役員賞与の支払額  △20,770 △12,200 △20,770

 21 その他  △135,495 △61,265 △236,442

    小計  △238,593 233,635 116,577

 22 利息及び配当金の受取額  13,749 3,174 15,807

 23 利息の支払額  △55,487 △49,015 △107,734

 24 法人税等の支払額  △275,475 △213,226 △433,359

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △555,807 △25,432 △408,708

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 投資有価証券の取得による支出  △1,705 △50,857 △8,350

 ２ 投資有価証券の売却による収入  403 900 86,093

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △34,787 △31,779 △68,879

 ４ 有形固定資産の売却による収入  ― 15,000 ―

 ５ 連結子会社追加取得による支出  △18,500 ― △37,016

 ６ その他  41,253 △14,985 41,932

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,336 △81,722 13,778

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△)  946,000 529,800 △213,800

 ２ 長期借入れによる収入  500,000 150,000 750,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  △536,625 △461,234 △1,042,557

 ４ 社債償還による支出  △200,000 ― △200,000

 ５ 株式の発行による収入  ― ― 900,575

 ６ 自己株式の取得による支出  ― ― △100

 ７ 親会社による配当金の支払額  △47,942 △98,589 △47,942

   財務活動によるキャッシュ・フロー  661,432 119,976 146,176

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,593 2,225 2,623

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  93,882 15,047 △246,130

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,837,642 1,591,512 1,837,642

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,931,524 1,606,559 1,591,512
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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 
 

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) 連結子会社の数    ４社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    ５社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    ４社 

(2) 連結子会社の名称 

ダイドレ㈱ 

     クリット㈱ 

     ㈱ハイライト 

     ダイドレ物流㈲ 

(2) 連結子会社の名称 

ダイドレ㈱ 

     クリット㈱ 

     ㈱ハイライト 

     ダイドレ物流㈲ 

   ダイポリシステム㈱ 

なお、ダイポリシステム㈱は平成18

年７月３日ダイドレ㈱100％出資によ

り設立したため、新たに連結の範囲に

含めております。 

(2) 連結子会社の名称 

ダイドレ㈱ 

     クリット㈱ 

     ㈱ハイライト 

     ダイドレ物流㈲ 

   

２ 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と中間

連結決算日は一致しております。 

２ 連結子会社の中間決算日等に関する

事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事

項 

   連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。 

   

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 

①有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間連結決算末日の市場価格 

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) 

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 

①有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間連結決算末日の市場価格 

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) 

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 

①有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

連結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デリバティブ 

時価法 

 

②デリバティブ 

同左 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

総平均法による原価法 

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

同左 
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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) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の 

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(附属設備は除く)につ 

いては、定額法を採用しておりま 

す。 

なお、主な耐用年数は次のと 

おりであります。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置 ７～15年

工具器具備品 ２～20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) 重要な減価償却資産の減価償却の 

方法 

①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 

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 

   

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

――― 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

――― 

(3) 重要な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) 重要な引当金の計上基準 

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) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

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 

に基づき当中間連結会計期間に見 

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 

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

に基づき当連結会計年度に見合う

分を計上しております。 
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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) 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた 

め、当中間連結会計期間末におけ 

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。 

数理計算上の差異について 

は、各連結会計年度の発生時の従 

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 

れぞれ発生の翌連結会計年度より 

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、当連結会計年度末における退

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、各連結会計年度の発生時の従

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

れぞれ発生の翌連結会計年度より

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) 重要な外貨建の資産又は負債の本 

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間 

連結決算日の直物為替相場により 

円貨に換算し、換算差額は損 

益として処理しております。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本 

邦通貨への換算の基準 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本 

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結 

決算日の直物為替相場により 

円貨に換算し、換算差額は損 

益として処理しております。 

   

(6) 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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

   

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

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。 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

為替予約 

通貨スワップ 

   ・ヘッジ対象 借入金の利息 

外貨建金銭債務 

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 
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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) 

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、外貨建取引の為替相 

場の変動リスクを回避する目的で 

為替予約及び通貨スワップを行っ 

ております。 

なお、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 

ヘッジ開始時から有効性判定 

時点までの期間においてヘッジ対 

象とヘッジ手段の相場変動の累計 

を比較し、両者の変動額等を基礎 

にして判断しております。 

なお、金利スワップの特例処 

理の要件を満たしているものにつ 

いては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 

   

(8) その他中間連結財務諸表作成のた 

めの重要な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(8) その他中間連結財務諸表作成のた 

めの重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

(8) その他連結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 

   

４ 中間連結キャッシュ・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。 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

４ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 
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会計処理の変更 

 

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) 

―― 

 

（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に相当する金額は 

3,005,370千円であります。 

 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。 

―― 
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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) 

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

中間連結会計期間から、負ののれんと表

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から、負ののれ

ん償却額と表示しております。 

 

 「為替差益」は、前中間連結会計期間

において営業外費用の「その他」に含め

て表示していましたが、当中間連結会計

期間において営業外費用の総額の100分

の10を超えているため区分掲記しており

ます。 

 なお、前中間連結会計期間の「為替差

益」の金額は7,200千円であります。 

 

 「売上割引」は、前中間連結会計期間

において営業外費用の「その他」に含め

て表示していましたが、当中間連結会計

期間において営業外費用の総額の100分

の10を超えているため区分掲記しており

ます。 

 なお、前中間連結会計期間の「売上割

引」の金額は17,253千円であります。 

 

 貸倒引当金繰入額は前連結会計年度ま

では「特別損失」に組み入れていました

が、当中間連結会計期間より、「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18,880千円減少してお

りますが、税金等調整前中間純利益に与

える影響はありません。 

 

――― 
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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) 

――― 

 

（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

整勘定償却として掲記されていたもの

は、当中間連結会計期間から負ののれん

償却と表示しております。 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローの

「割引手形の減少額」は、前中間連結会

計期間は「売上債権の増減額」に含めて

表示しておりましたが金額的重要性が増

したため区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「売上債

権の増減額」に含まれている「割引手形

の減少額」は△1,459,608千円でありま

す。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

 

 

 

 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローの

「割引手形の減少額」は、前連結会計年

度は「売上債権の増減額」に含めて表示

しておりましたが金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「売上債権の

増減額」に含まれている「割引手形の減

少額」は△619,426千円であります。 

 

 

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 有形固定資産の減価償却累計額 

1,775,830千円 

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 

1,807,362千円

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 

1,762,860千円

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 

建物及び 
構築物 

310,870千円

土地 1,744,462千円

貸与建物 110,587千円

(投資その他の資産 
「その他」に含む) 

貸与土地 135,004千円

(投資その他の資産 
「その他」に含む) 

投資有価証券 73,490千円

計 2,374,414千円

 

   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 990,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

771,066千円

長期借入金 1,474,560千円

計 5,791,357千円
 

※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 

建物及び 
構築物 

303,548千円

土地 1,744,462千円

貸与建物 105,117千円

(投資その他の資産 
「その他」に含む) 

貸与土地 135,004千円

(投資その他の資産 
「その他」に含む) 

投資有価証券 106,610千円

計 2,394,742千円

 

   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 

732,332千円

長期借入金 927,218千円

計 4,970,484千円
 

※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 

建物及び 
構築物 

314,370千円

土地 1,744,462千円

貸与建物 107,782千円

(投資その他の資産  
「その他」に含む) 

貸与土地 135,004千円

(投資その他の資産  
「その他」に含む) 

投資有価証券 127,120千円

計 2,428,739千円

 

   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 240,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

708,628千円

長期借入金 1,168,836千円

計 4,921,762千円
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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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

2,703,704千円

受取手形 
裏書譲渡高 

271,943千円

 

 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 

2,070,659千円

受取手形 
裏書譲渡高 

341,304千円

 
   

※４ 

      ――― 

※４ 中間連結会計期間末日の満期手形

の会計処理 

当中間連結会計期間の末日は 

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。当中間連結会計期間

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 36,322千円

支払手形 908,218千円

 
 

※４ 

      ――― 

   

※５ 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。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５  

      ――― 

※６ 

      ――― 

 

※６ 当座貸越契約等 

当社グループは、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。 

 当中間連結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

3,270,000千円

借入実行残高 320,000千円

差引額 2,950,000千円
 

※６ 

      ――― 
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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 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 199,354千円

給与手当 687,456千円

退職給付費用 44,577千円

減価償却費 25,247千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,450千円

賞与引当金 
繰入額 

115,594千円

 

※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 205,135千円

給与手当 768,808千円

退職給付費用 51,967千円

減価償却費 25,167千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,733千円

賞与引当金 
繰入額 

138,975千円

 

※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 418,547千円

給与手当 1,436,536千円

退職給付費用 85,208千円

減価償却費 51,320千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

107,600千円

 
   

※２     ――― ※２ 固定資産売却損の内容は次のとお

りであります。 

土地 10,437千円
 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとお

りであります。 

車輌運搬具 132千円
 

   

※３ 固定資産除却損の内容は次のとお

りであります。 

工具器具 
及び備品 
(その他に含む) 

419千円

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 174千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 4,583千円

機械装置 
及び運搬具 

296千円

工具器具 
及び備品 
(その他に含む) 

1,607千円

計 6,487千円
 

   

※４ 特別損失のその他の内容は次のと

おりであります。 

会員権評価損 1,320千円
 

※４ 特別損失のその他の内容は次のと

おりであります。 

会員権評価損 100千円
 

※４ 特別損失のその他の内容は次のと

おりであります。 

上場関連費用 27,053千円

出資金売却損 7,540千円

会員権評価損 1,320千円

計 35,913千円
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,969,000 ― ― 3,969,000

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 80 ― ― 80
 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 

 

４ 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 

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 99,223 25 平成18年３月31日 平成18年６月26日 

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 
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 利益剰余金 39,689 10 平成18年９月30日 平成18年12月８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 1,941,524千円

預入期間が３ヶ月 
超の定期預金 

△10,000千円

現金及び 
    現金同等物 

1,931,524千円

 

現金及び預金 1,651,559千円

預入期間が３ヶ月
超の定期預金 

△45,000千円

現金及び 
    現金同等物 

1,606,559千円

 

現金及び預金 1,624,512千円

預入期間が３ヶ月 
超の定期預金 

△33,000千円

現金及び 
    現金同等物 

1,591,512千円
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(セグメント情報) 

１ 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) 

当社グループは、管工機材の卸業者として、同一セグメントに属する管材類の仕入、販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

当社グループは、管工機材の卸業者として、同一セグメントに属する管材類の仕入、販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

当社グループは、管工機材の卸業者として、同一セグメントに属する管材類の仕入、販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

 

２ 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) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

３ 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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(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。 
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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
前中間連結会計期間 
平成17年９月30日現在 

当中間連結会計期間 
平成18年９月30日現在 

前連結会計年度 
平成18年３月31日現在 

(1)その他 
  有価証券 

取得原価 
(千円) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価を超
えるもの 
 ① 株式 142,357 258,305 115,948 119,609 230,291 110,681 117,956 263,078 145,122

計 142,357 258,305 115,948 119,609 230,291 110,681 117,956 263,078 145,122

取得原価を超
えないもの 
 ① 株式 ― ― ― 50,635 50,084 △551 1,426 1,401 △25

計 ― ― ― 50,635 50,084 △551 1,426 1,401 △25

合計 142,357 258,305 115,948 170,245 280,375 110,129 119,382 264,479 145,096

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 
 

区分 
前中間連結会計期間   
平成17年９月30日現在 

当中間連結会計期間    
平成18年９月30日現在 

前連結会計年度    
平成18年３月31日現在 

(2) その他有価証券 
中間連結貸借対照表 
    計上額(千円) 

中間連結貸借対照表 
    計上額(千円) 

連結貸借対照表計上額 
    (千円) 

 ① 非上場株式 8,500 8,500 8,500

 ② 債券  

   割引金融債 9,997 9,995 10,000

計 18,497 18,495 18,500
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

為替予約取引 841,425 △3,769 △3,769

通貨 

スワップ取引 942,396 △32,904 △32,904

合計 1,783,821 △36,673 △36,673

(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

２ 中間連結決算日の時価については、取引銀行から提示された価格によっております。 

３ 上記の取引は、主として輸入取引に係る支払に備えるものであります。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

為替予約取引 799,362 34,558 34,558

通貨 

スワップ取引 919,620 10,511 10,511

合計 1,718,982 45,069 45,069

(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

２ 中間連結決算日の時価については、取引銀行から提示された価格によっております。 

３ 上記の取引は、主として輸入取引に係る支払に備えるものであります。 

 

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

為替予約取引 920,375 30,904 30,904

通貨 

スワップ取引 951,507 △161 △161

合計 1,871,882 30,743 30,743

(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

２ 連結決算日の時価については、取引銀行から提示された価格によっております。 

３ 上記の取引は、主として輸入取引に係る支払に備えるものであります。 
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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 508円55銭
 

１株当たり純資産額 757円23銭
 

１株当たり純資産額 740円75銭
 

１株当たり中間純利益 75円43銭
 

１株当たり中間純利益 46円71銭
 

１株当たり当期純利益 176円74銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、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

純利益については、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

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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)

中間連結貸借対照表 

の純資産の部の合計額 
(千円) ― 3,005,370 ―

普通株式に係る 

純資産額 
(千円) ― 3,005,370 ―

普通株式の発行済 

株式数 
(株) ― 3,969,000 ―

普通株式の自己 

株式数 
(株) ― 80 ―

１株当たり純資産の算定

に用いられた普通株式の

数 

(株) ― 3,968,920 ―

  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

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)

中間連結損益計算書上 
の中間(当期)純利益 

(千円) 245,528 185,401 597,102

普通株主に帰属しない 
金額 (千円) ― ― 12,200

(うち利益処分による 
役員賞与金) 

(千円) (―) (―) (   12,200)

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

(千円) 245,528 185,401 584,902

普通株式の 
期中平均株式数 (株) 3,255,000 3,968,920 3,309,310

 
 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

商品区分の名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

 排水・汚水関連商品 765,887 △13.8

 給湯・給水関連商品 37,557 ―

 合 計 803,444 △9.6

(注) １ 金額は、製造原価によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

商品区分の名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

 排水・汚水関連商品 1,872,456 △2.7

 給湯・給水関連商品 2,895,905 ＋15.2

 化成商品 2,990,129 ＋5.3

 その他 1,876,423 ＋16.2

 合 計 9,634,915 ＋8.3

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を商品区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

商品区分の名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

 排水・汚水関連商品 3,604,978 △1.7

 給湯・給水関連商品 3,455,970 ＋16.3

 化成商品 3,649,445 ＋5.1

 その他 2,198,967 ＋14.4

 合 計 12,909,361 ＋7.3

(注) １ 金額は、販売価格によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


