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問合せ先責任者 役職名 財務経理部長   氏名 岩谷 昌弘  ＴＥＬ (０３)５７６５－６０００ 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日 

親会社等の名称 有限会社足立興産           親会社等における当社の議決権所有比率 18.65％ 

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） 
(1) 連結経営成績                        (記載金額は百万円未満切り捨て表示) 

 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 年９月中間期 

76,582  ( 3.1)
74,246  ( 0.9)

262    ( 38.1)
190    (122.9)

405    ( 6.9)
379    (△7.4)

18 年３月期 148,810     476      893           
 

 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 
17 年９月中間期 

147   ( 5.5)
139  ( 18.4)

12. 39 
11.  89 

―   
―   

18 年３月期 324           26.  24 ―   
(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 11,914,997 株 17 年９月中間期 11,771,489 株 18 年３月期 11,770,530 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 
 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 
17 年９月中間期 

62,907    
61,228    

6,838   
6,486   

10.6    
10.6    

559.  45 
551.  04 

18 年３月期 58,375    6,706   11.5    568.  57 
(注)期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 11,937,823 株  17 年９月中間期 11,770,706 株  18 年３月期 11,767,532 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 
17 年９月中間期 

△1,144    
△53    

△463   
28   

△414    
528    

7,539   
10,500   

18 年３月期 1,424    △397   △1,515    9,507   
(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  ７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 155,000   950   360   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 30 円 16 銭 

 

 

 

※業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定及び確認に基づいておりま
すが、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合が
あります。なお、上記予想に関する事項は７頁をご参照下さい。 



1. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社７社及び非連結子会社１社の計９社で構成されております。主た

る業務として合板、建材、住宅設備機器の国内における卸売を行っているほか、ＤＩＹ商品の卸売業（株

式会社ジューテックリブ）、一般貨物の運送業・自動車リース業（株式会社JUTEC物流）、空調設備機器

の設計施工及び販売（株式会社ジューテック空調）、合板・建材・住設機器等の販売（株式会社イシモ

ク、株式会社住まいるテック、株式会社ジューテック秋田）、マンションリフォーム業（ウェルテック

株式会社）を営んでおります。 

なお、ウェルテック株式会社（平成18年７月７日設立）につきましては、当中間連結会計期間より新

たに連結の範囲に含めております。 

 

  平成18年９月30日現在の当社と子会社の事業における関係は以下のとおりであります。 
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商取引関係 

資本関係 

商
社 

商品の仕入 

 合板、建材、

 住設機器の 

 販売 

建
材
・
材
木
販
売
店
、 

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
、
ゼ
ネ
コ
ン 

工
務
店
・
住
宅
会
社 

 

 

 

 

（当社） 

(株)ジューテック 

(連結子会社) 

㈱JUTEC物流 

 一般貨物運送・自動車リース業

㈱ジューテック空調 

 空調機器の設計施工・販売等

㈱住まいるテック 

 合板・建材・住設機器等の販売

㈱ジューテックリブ 

 DIY商品の卸売等 

㈱イシモク 

 合板・建材・住設機器等の販売

㈱ジューテック秋田 

 合板・建材・住設機器等の販売

ウェルテック㈱ 

 マンションリフォーム業 

(非連結子会社) 

ジェイライフサポート㈱ 

 保険代理店業務等 

建材等の売買 

住宅建築の請負 
DIY商品等の販売 

議決権比率 
18.65％

（その他の関係会社） 
㈲足立興産 
不動産の賃貸等 

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー 

国
内
メ
ー
カ
ー 



 関係会社の状況 

 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

関係内容 

(連結子会社)    

㈱JUTEC物流 横浜市都筑区 21
運送業 
自動車リース業 
損保代理業 

73.81
( ― )

―
商品配送の委託等 
役員の兼任 ３名 

㈱ジューテック空調 横浜市都筑区 20 空調機器の設計･施工
94.50
( ― )

―
工事の外注等 
役員の兼任 ３名 

㈱住まいるテック 岐阜県土岐市 10
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱ジューテックリブ 名古屋市中区 80 DIY商品の卸売業 
51.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

㈱イシモク 石川県金沢市 50
合板・建材・住設機器・
アルミサッシ等の販売

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱ジューテック秋田 秋田県秋田市 10
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

ウェルテック㈱ 東京都港区 50
マンション 
リフォーム業 

100.00
( ― )

― 役員の兼任 １名 

(その他の関係会社)    

㈲足立興産 東京都港区 59 不動産賃貸業 ― 18.65 役員の兼任 １名 

(注)１ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 
  ２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
  ３ 特定子会社に該当する会社はありません。 
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２．経営方針 

 

(1) 当社の経営の基本方針 

 当社は、住宅関連業界において、「スペシャル・ワン」として独自の強みを持つ企業であること、「消費

者・生活者」の視点に立ってビジネスに取り組むことを経営の基本方針とし、常に顧客 適に徹した営業

活動を行い、事業の発展と経営の安定を実現するために、Ｍ＆Ａやアライアンスを推進するとともに、業

務の合理化・効率化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、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策の一つとして位置付け、将来にわたる安定配当の

維持と、それを実現させるために当社グループ全体の安定成長を目指しております。株主の皆様に対する

配当につきましては、経営活動の成果を明確な形で還元するため、配当性向25％を目安に連結業績に応じ

て実施していくことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及

び当社グループ全体における事業拡大に備えるものであります。 

  

(3) 目標とする経営指標 

 当社は、財務体質の強化及び株主価値重視の観点から、経常利益率及びＲＯＥ(株主資本利益率)を目標

とする指標として重視しております。また、これらの指標を常に意識しながら効率経営に徹し、具体的に

は下記数値を中期的な目標としております。 

 ・経常利益率        １％ 

 ・ＲＯＥ(株主資本利益率)  ８％ 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、基本方針である「スペシャル・ワン」としての独自の強みをもつ企業であるために、消費者と

の接点拡大を目指し、メーカー及び建材販売店とタイアップしたショールーム相談会等を各地において開

催し、地域に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客 適に努めた営業活動を展開していきま

す。また、販売店及び工務店向けの支援組織である「ジューテッククラブ」の活動を強化し、新工法、新

商品の紹介や法制面、税制面の動向等に関する情報提供などを中心としてきめ細かいサービスに努めると

ともに、施工能力の充実により当社サービスの付加価値アップを図ってまいります。 

一方で、近接する物流拠点統合による合理化や事務の集約化を試行し、継続的かつ安定的な高収益構造

の確立を目指してまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

 当社は、従来からの業務提携先である株式会社クワザワ、越智産業株式会社とで構成しております「ネ

ストグループ」としての活動強化をはじめとして、営業基盤拡充のためＭ＆Ａやアライアンスを積極的に

推進してまいります。また、ＣＳＲ(企業の社会的責任)活動への取組みの一環として、「ジューテックグ

ループ環境方針」に則り環境経営を実践していくことを重要な課題のひとつとしており、当社の全事業所

を対象範囲としたISO14001の認証を取得しております。今後は、グループ全体でのISO14001の認証取得を

目指してまいります。
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 (6) 親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

(平成18年９月30日現在) 

親会社等 属性 
親会社等の 

議決権所有割合(％) 

親会社等が発行する 
株券が上場されている 
証券取引所等 

有限会社足立興産 
上場会社が他の会社の
関連会社である場合に
おける当該他の会社 

18.65 なし 

 

② 親会社等の企業グループ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 

   当社の代表取締役が、親会社等である有限会社足立興産の代表取締役を兼任しておりますが、同社

は個人資産の管理を目的とした会社であり、当社と同社との間に営業取引はなく、事業運営上当社の

親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断いたしております。 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

   親会社等との重要な取引につきましては、該当事項がありませんので記載しておりません。 

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

 内部管理体制の整備・運用状況につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条

第３項に規定するコーポレート・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

方及びその整備状況」において記載いたしております。 

 

(8) その他、会社の経営上重要な事項 

 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、原油価格の高騰や金利上昇に対する懸念など、先行きの

不透明感を払拭するまでには至りませんでしたが、企業の設備投資は持続的に増勢を保ち、個人消費も

回復基調にあり、景気は拡大傾向で推移いたしました。一方、住宅関連業界におきましても、原油価格

や合板価格の上昇などによるコスト面に対する影響が顕著に現れ始めておりますが、木造住宅の新設着

工戸数は前年同期に比して4.3％増加の293,687戸と堅調に推移いたしました。 

  このような環境の中で当社は、全国各地において「住まいかた新発見」をコンセプトとした提案型展

示会や、メーカーショールームなどを利用し、エンドユーザーを直接視野にいれた商談会を建材販売店

や工務店とタイアップし開催するなど“ぬくもり”のあるサービスを心掛け地域に密着した営業に徹し

てまいりました。また、プレカット製品の拡販や施工付き販売の拡大を推進するとともに、東京都にお

けるマンションリフォーム需要に幅広く対応していくため、平成18年７月に同事業を専門的に取扱うウ

ェルテック株式会社（東京都港区）を設立いたしました。 

  その結果、当中間連結会計期間の売上高は76,582百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益262百万円

（前年同期比38.1％増）、経常利益405百万円（前年同期比6.9％増）となり中間純利益は147百万円（前

年同期比5.5％増）となりました。 

 

① 卸売事業 

 卸売事業につきましては、引き続き合板等の素材商品や床材、建具材、外装材等の建材及びシステムキ

ッチンやシステムバス等の住設機器の拡販に努めるほか、プレカット製品や環境に配慮した商品の拡販及

び施工付き販売の拡大に尽力してまいりました。また、業務の効率化、合理化の推進策の一環として、業

務部を新設し、支払業務を始めとする業務フローの集約化、統一化を進めてまいりました。 

 以上の結果、売上高は73,088百万円（前年同期比6.2％増）となりました。 

 

② その他の事業 

 当社グループの事業には、神奈川県内に３店舗展開しておりますＤＩＹ専門店「ホームセンタートンカ

チ」等の小売事業、北欧輸入住宅「ウェルダンノーブルハウス」を中心とした戸建住宅の販売、また、空

調設備機器等の工事請負業や一般運送業並びにマンションリフォーム業を営んでおりますが、売上高全体

に占める重要性が低いため、一括して「その他の事業」としております。 

 なお、「その他の事業」の売上高は3,493百万円（前年同期比35.8％減）となりました。 
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(2) 財政状態 

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、前連結会計年度末と比

較して1,967百万円減少し、7,539百万円となりました。 

当中間連結会計期間末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、資金は1,144百万円の減少(前年同期は53百万円の減少)となりました。 

これは主として、当中間連結会計期間末日が金融機関休業日であったことなどにより、売掛債権が5,526

百万円増加した一方で、仕入債務が5,046百万円増加したこと、また、慢性化してきた合板等の品不足や

急激な価格上昇に対応するため、積極的に合板等の確保を行ったことなどにより、たな卸資産が815百万

円増加し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、資金は463百万円の減少(前年同期は28百万円の増加)となりました。 

これは主として、貸付金の回収による収入が78百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が

276百万円及びシステム開発に伴う無形固定資産の取得による支出が239百万円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、資金は414百万円の減少(前年同期は528百万円の増加)となりました。 

これは主として、短期借入金の純減額130百万円、長期借入金の返済による支出が195百万円及び配当金

の支払いによる支出が82百万円あったことによるものであります。 

 
なお、キャッシュ・フロー関連指標は、以下のとおりであります。 
 

 平成16年 
９月期中 

平成17年 
３月期 

平成17年 
９月期中 

平成18年 
３月期 

平成18年 
９月期中 

自己資本比率（％） 10.0 11.0 10.6 11.5 10.6 

時価ベースの自己資本 
比率（％） 6.5 7.2 6.5 7.8 7.2 

債務償還年数（年） ― 6.1 ― 6.9 ― 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍） 7.9 10.0 ― 8.0 ― 

※ 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（中間期は、記載しておりません） 

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 
  １．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。 
  ２．株式時価総額は期末時価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
  ３．平成17年９月期中及び平成18年９月期中インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キ

ャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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(3) 事業等のリスク 

 当社グループの経営成績等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、以下のようなものがあります。 

 

①当社の属する業界について 

当社グループは主たる業務として、合板、建材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の卸売を行っております。 

当社の取扱商品の品目は多岐にわたっておりますが、その大半が住宅関連資材であり、それら商品の販売

は、住宅市場や住宅関連業界の動向に左右されるため、国内経済の停滞などにより、住宅需要が低迷した

場合には、当社グループの売上高に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②貸倒れリスクについて 

 当社グループの販売先は、日本各地における建材販売店、工務店や建築関連業者が主であります。各販

売先に対してはそれぞれ与信枠を設け管理し、その与信金額については、決算書類の入手、ヒアリングに

よる情報入手、営業担当者による定期訪問、当社以外の取引先の評価等をもとに経営状況を把握し設定し

ております。しかしながら、突発的な不良債権の発生等により販売先の経営状況が悪化した場合、貸倒れ

が発生する可能性があります。 

 

③相場変動及び為替変動の影響について 

当社グループの取扱商品の一部には合板等の相場変動商品があり、通常売買であれば仕入価格は販売価

格に反映され、相場変動の影響を受け難い構造となっておりますが、急激な相場の変動によって価格転嫁

できない場合や、一時在庫となり販売まで時間がかかる場合等、相場変動の影響を受ける可能性がありま

す。また、当社グループの仕入商品は国内取引が大部分であり、一部輸入取引に対しては先物為替予約を

行ない、為替変動に対応しておりますが、急激な為替変動等の市場の変化によっては、当社グループの収

益性に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4) 通期の見通し 

今後の経営環境におきましては、外国経済や原油価格の高止まりなど不安要素はあるものの、企業業績

や個人消費等は上向きとなり、引き続き景気は堅調に推移していくものと思われます。当住宅関連業界に

おきましては、原油高に伴う素材製品や建材商品等の価格上昇などの懸念事項はあるものの、都市圏にお

ける地価の上昇や住宅ローン金利の上昇に対する警戒感などによる駆け込み需要等に支えられ、住宅に関

する需要につきましては底堅く推移するものと思われます。 

このような環境の中で当社は、引き続き顧客 適の営業に徹し、地域に密着した販売店・工務店に対し

深耕を図るとともに、グループ全体として更なる合理化・効率化を追求し、収益力の強化に努めてまいり

ます。 

通期の連結業績見通しといたしましては、売上高155,000百万円、経常利益950百万円、当期純利益360

百万円を見込んでおります。また、配当金につきましては１株当たり中間４円、期末４円の年間合計８円

を予定しております。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 【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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   10,515 7,539  9,521

２ 受取手形及び売掛金 ※３  32,011 34,957  29,723

３ たな卸資産   3,193 3,742  2,927

４ その他   3,612 3,981  3,662

貸倒引当金   △1,097 △1,000  △1,063

流動資産合計   48,234 78.8 49,222 78.3  44,771 76.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２  1,960 1,916  1,931

(2) 土地 ※２  7,757 7,936  7,757

(3) その他   173 169  165

有形固定資産合計   9,892 10,022  9,854

２ 無形固定資産   81 471  453

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   1,521 1,616  1,793

(2) その他   2,051 2,096  2,089

貸倒引当金   △579 △530  △605

投資その他の資産 
合計 

  2,992 3,181  3,276

固定資産合計   12,966 21.2 13,674 21.7  13,584 23.3

Ⅲ 繰延資産   27 0.0 10 0.0  19 0.0

資産合計   61,228 100.0 62,907 100.0  58,375 100.0
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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
(％)

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 ※３  39,594 43,421  38,485

２ １年内償還予定 
社債 

  ― 300  ―

３ 短期借入金 ※２  3,705 1,725  1,855

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２  372 838  744

５ 未払法人税等   189 220  394

６ 賞与引当金   510 504  429

７ その他   1,167 1,317  1,092

流動負債合計   45,540 74.4 48,328 76.8  43,000 73.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   3,000 2,700  3,000

２ 長期借入金 ※２  4,728 3,874  4,164

３ 繰延税金負債   211 49  249

４ 役員退職慰労引当金   223 241  234

５ その他の引当金   37 46  37

６ 連結調整勘定   48 ―  30

７ 負ののれん   ― 38  ―

８ その他   807 790  799

固定負債合計   9,057 14.8 7,741 12.3  8,515 14.6

負債合計   54,597 89.2 56,069 89.1  51,515 88.2

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   144 0.2 ― ―  153 0.3

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   850 1.4 ― ―  850 1.5

Ⅱ 資本剰余金   224 0.4 ― ―  224 0.4

Ⅲ 利益剰余金   5,189 8.5 ― ―  5,373 9.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  227 0.3 ― ―  264 0.4

Ⅴ 自己株式   △5 △0.0 ― ―  △6 △0.0

資本合計   6,486 10.6 ― ―  6,706 11.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  61,228 100.0 ― ―  58,375 100.0
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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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 850 1.4  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 294 0.4  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― 5,423 8.6  ― ―

４ 自己株式   ― ― △12 △0.0  ― ―

  株主資本合計   ― ― 6,555 10.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 134 0.2  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △11 △0.0  ― ―

  評価・換算差額等 
  合計 

  ― ― 123 0.2  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 159 0.3  ― ―

  純資産合計   ― ― 6,838 10.9  ― ―

  負債純資産合計   ― ― 62,907 100.0  ― ―
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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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   74,246 100.0 76,582 100.0  148,810 100.0

Ⅱ 売上原価   68,317 92.0 70,480 92.0  137,046 92.1

売上総利益   5,928 8.0 6,101 8.0  11,764 7.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 運賃荷造費  901 794 1,817 

２ 貸倒引当金繰入額  135 13 184 

３ 給料手当  1,716 1,859 3,430 

４ 賞与引当金繰入額  475 488 420 

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 14 15 28 

６ 退職給付費用  125 130 248 

７ 賃借料  428 479 948 

８ 減価償却費  72 121 164 

９ その他  1,869 5,738 7.7 1,934 5,838 7.7 4,045 11,287 7.6

営業利益   190 0.3 262 0.3  476 0.3

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  7 8 15 

２ 受取配当金  13 16 23 

３ 連結調整勘定償却額  18 ― 36 

４ 負ののれん償却額  ― 23 ― 

５ 仕入割引  227 231 455 

６ 投資有価証券売却益  20 10 98 

７ 賃貸収入  76 72 160 

８ 雑収入  71 435 0.6 41 403 0.5 145 935 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  89 81 177 

２ 社債発行費償却  8 8 16 

３ 手形売却損  24 38 51 

４ 売上割引  116 122 238 

５ 雑損失  7 246 0.4 8 260 0.3 35 518 0.3

経常利益   379 0.5 405 0.5  893 0.6
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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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 20 18 27 

２ 償却債権取立益  3 24 0.0 1 19 0.0 3 30 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 7 7 14 

２ 固定資産売却損 ※３ 0 0 0 

３ 土地浄化費用  43 ― 41 

４ たな卸資産評価損等  ― 128 ― 

５ のれん償却額  ― 51 0.0 27 163 0.2 ― 55 0.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  352 0.5 262 0.3  868 0.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 194 159 498 

法人税等調整額  4 199 0.3 △53 105 0.1 24 522 0.4

少数株主利益   12 0.0 8 0.0  21 0.0

中間(当期)純利益   139 0.2 147 0.2  324 0.2
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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(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  224  224

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 224  224

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,150  5,150

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間(当期)純利益  139 139 324 324

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  82 82 

 ２ 役員賞与  18 100 18 100

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 5,189  5,373
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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(百万円) 850 224 5,373 △6 6,441

中間連結会計期間中の変動額  

 合併による増加 69 △0 68

 自己株式の取得 △5 △5

 剰余金の配当 △82  △82

役員賞与 △15  △15

中間純利益 147  147

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― 69 49 △5 113

平成18年９月30日残高(百万円) 850 294 5,423 △12 6,555

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 264 ― 264 153 6,859

中間連結会計期間中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当  △82

役員賞与  △15

中間純利益  147

 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) 

△129 △11 △141 6 △134

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△129 △11 △141 6 △21

平成18年９月30日残高(百万円) 134 △11 123 159 6,838
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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(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 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
  純利益 

 352 262 868

２ 減価償却費  118 152 263

３ 連結調整勘定償却額  △18 ― △36

４ のれん償却額  ― 6 ―

５ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少） 

 △15 13 △23

６ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少） 

 75 75 △5

７ 役員退職慰労引当金の 
  増加額 

 12 7 23

８ 受取利息及び受取配当金  △21 △24 △39

９ 仕入割引  △227 △231 △455

10 支払利息及び手形売却損  114 120 228

11 売上割引  116 122 238

12 有形固定資産売却益  △20 △18 △27

13 有形固定資産除却損  7 7 11

14 投資有価証券売却益  △20 △10 △98

15 売上債権の増加額  △2,493 △5,526 △327

16 たな卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 86 △815 352

17 未収入金の増減額 
  (△は増加) 

 97 △396 △7

18 仕入債務の増加額  1,975 5,046 927

19 未払消費税等の増減額 
  (△は減少) 

 21 27 △8

20 役員賞与  △19 △16 △19

21 その他  △47 315 △267

小計  93 △881 1,598

22 利息及び配当金の受取額  23 23 39

23 仕入割引の受取額  121 122 289

24 利息及び手形売却損の 
支払額 

 △108 △119 △222

25 法人税等の支払額  △183 △290 △281

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △53 △1,144 1,424
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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)

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 

  

１ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △77 △276 △162

２ 有形固定資産の売却 
  による収入 

 39 24 53

３ 無形固定資産の取得 
  による収入 

 ― △239 △232

４ 投資有価証券の取得 
  による支出 

 △33 △49 △271

５ 投資有価証券の売却 
  による収入 

 ― 16 146

６ 新規連結子会社の取得 
  による収入 

※２ 20 ― 20

７ 貸付による支出  ― △0 △114

８ 貸付金の回収による収入  52 78 148

９ 敷金保証金の支出  △17 △37 △25

10 敷金保証金の回収による 
  収入 

 29 8 64

11 その他  15 11 △24

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 28 △463 △397

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  △41 △130 △1,891

２ 長期借入れによる収入  900 ― 900

３ 長期借入金の返済 
  による支出 

 △238 △195 △432

４ 社債発行による収入  492 ― 492

５ 社債償還による支出  △500 ― △500

６ 配当金の支払額  △82 △82 △82

７ 少数株主への配当金 
の支払額 

 △1 △2 △1

８ 自己株式の取得 
による支出 

 △0 △5 △1

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 528 △414 △1,515

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△は減少額) 

 504 △2,022 △488

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 9,996 9,507 9,996

Ⅶ  合併に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 ― 54 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 10,500 7,539 9,507
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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 ６社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田 

上記のうち、㈱ジューテック秋

田については、当中間連結会計期

間において子会社となったため、

新たに連結の範囲に含めておりま

す。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田、ウェルテッ

ク㈱ 

上記のうち、ウェルテック㈱に

ついては、当中間連結会計期間に

おいて子会社となったため、新た

に連結の範囲に含めております。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ６社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田 

上記のうち、㈱ジューテック秋

田については、当連結会計年度に

おいて子会社となったため、新た

に連結の範囲に含めております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

――――― 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社の名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

同社の総資産、売上高、中間

純損益及び利益剰余金等は、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連

結の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社の名称  

  ジェイライフサポート㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

  同社の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等は、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連結の

範囲から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

――――― 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない関係会社の

名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 持分法を適用しない理由 

  同社は、中間純損益及び利益

剰余金等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、持分法の適用の範

囲から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用しない関係会社の

名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 持分法を適用しない理由 

  同社は、当期純損益及び利益

剰余金等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、持分法の適用の範

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、中

間連結決算日と同一であります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

同左 

 

３ 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は、連結

会計年度と同一であります。 

 

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 

①有価証券 

 子会社株式 

――――― 

その他有価証券 

 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出) 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  

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 

①有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 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出) 

 時価のないもの 

同左 

 

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 

①有価証券 

子会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

   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) 

 時価のないもの 

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デリバティブ取引 

時価法 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 
移動平均法による 

原価法 

未成工事 
支出金 ・・・ 個別法による原価法 

   

②デリバティブ取引 

同左 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 同左 

未成工事 
支出金 ・・・ 同左 
 

②デリバティブ取引 

同左 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 同左 

未成工事 
支出金 ・・・ 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 

定率法 

   但し、平成10年４月1日以降

に取得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

少額減価償却資産(取得価額

が10万円以上20万円未満の減価

償却資産)については、３年間

で均等償却 

②無形固定資産 

定額法 

但し、自社利用ソフトウェア

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 

③長期前払費用 

   均等償却 

 

(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 

同左 

 

 

 

③長期前払費用 

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 

同左 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基づき３

年間で均等償却しております。 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 商法施行規則の規定に基づき３

年間で均等償却しております。 

(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

可能性を検討し、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

額に基づき引当額を計上してお

ります。 

 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 
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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    ――――― 

 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当連結会計

年度における支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間に見合

う分を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

  この結果、従来の方法に比べて

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9百

万円減少しております。 

 

③    ――――― 
 

④役員退職慰労引当金 

役員及び親会社の執行役員の退

任による退職慰労金の支出に備え

るため、内規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 

役員及び親会社の執行役員の退

任による退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

 

(5) 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。 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ取引に係る損益の認識に

ついては繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、金利スワップ

の特例処理の要件を満たすものに

ついては、特例処理によっており

ます。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(6) 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 

a．たな卸資産(商品)の購入に係

る外貨建営業債務を対象とする為

替予約取引、b．借入金に係る利息

を対象とする金利スワップ取引を

実施しております。 

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 

主として親会社は、将来の取引

市場での金利及び為替の相場変動

に伴うリスクの軽減を目的に、実

需に伴う取引に限定して、金利及

び通貨に係るデリバティブ取引を

実施することとしており、売買益

を目的とした投機的な取引は一切

行わない方針としております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

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) 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、当初予定したキャッシュ・

フローが確保されたか否かを検証

することでヘッジの有効性を確認

しております。 

また、金利スワップの一部につ

いては、ヘッジ対象とヘッジ手段

に関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動を完全に相殺

するものと想定できるため、ヘッ

ジの有効性の評価は省略しており

ます。 

⑤その他 

主として親会社は、取引方針等

を経営会議、取締役会で審議した

上で、決定された範囲内で財務経

理部長の決裁により取引を実行し

ており、あわせて取引残高、損益

状況について、経営会議、取締役

会に定期的に報告することとして

おります。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他 

同左 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

 

５ 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 

 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなります。 
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会計方針の変更 
 

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

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 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等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は6,690百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、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。 

 

――――― 

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

  

 

 （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間から改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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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） 

 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

「のれん」と表示しております。 

 

 （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において、「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「のれんの償却額」と表示しております。 

  

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

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「のれんの償却額」と表示しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,008百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,077百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,041百万円

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 193百万円

土 地 1,671百万円

計 1,864百万円
 

※２    ――――― 

 

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 65百万円

土 地 1,409百万円

計 1,475百万円

 
 

 上記に対応する債務 

短期借入金 500百万円

１年内返済予定 
長期借入金 

198百万円

長期借入金 1,227百万円

計 1,925百万円
 

  上記に対応する債務 

短期借入金 200百万円

１年内返済予定 
長期借入金 

207百万円

長期借入金 813百万円

計 1,220百万円

 
 

※３    ――――― ※３  中間連結会計期間末日満期手

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

行っております。なお、当中

間連結会計期間末日は金融機

関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

 受取手形 452百万円

支払手形 160百万円

 
 

※３    ――――― 
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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 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

その他 20百万円

計 20百万円
 

※１ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 
運搬具 

18百万円

その他 0百万円

計 18百万円

 
 

※１ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 
運搬具 

27百万円

計 27百万円

 
 

※２ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 0百万円

その他 1百万円

解体費用 5百万円

計 7百万円
 

※２ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 6百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 7百万円
 

※２ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び 
運搬具 

1百万円

その他 2百万円

解体費用 5百万円

計 14百万円

 
 

※３ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

その他 0百万円

計 0百万円

 
 

※３ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

その他 0百万円

計 0百万円

 
 

※３ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 

運搬具 
0百万円

計 0百万円
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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) 11,786,000 185,350 ― 11,971,350
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 日本バリュー株式会社との合併に伴う新株発行による増加 185,350株 

      

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) 18,468 15,059 ― 33,527
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 15,059株 

 

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
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 82 7 平成18年３月31日 平成18年６月30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
（百万円）

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 47 4 平成18年９月30日 平成18年12月１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) 

※１ 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 

現金及び預金 10,515百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△14百万円

現金及び 
現金同等物の 
中間期末残高 

10,500百万円

  

※１ 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 

現金及び預金 7,539百万円

現金及び 
現金同等物の 
中間期末残高 

7,539百万円

 

※１ 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 9,521百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△14百万円

現金及び 
現金同等物の 
期末残高 

9,507百万円

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱ジュ

ーテック秋田を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内

訳、当該子会社株式の取得価額及

び株式取得のための収入(純額)と

の関係は次のとおりであります。 

流動資産 189百万円

固定資産 6百万円

連結調整勘定 21百万円

流動負債 △183百万円

固定負債 △4百万円

新規連結子会社
株式の取得価額 

30百万円

新規連結子会社
の現金及び 
現金同等物 

50百万円

差引：新規連結
子会社取得 
による収入 

20百万円

 
 

※２    ――――― 

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱ジュ

ーテック秋田を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内

訳、当該子会社株式の取得価額及

び株式取得のための収入(純額)と

の関係は次のとおりであります。

流動資産 189百万円

固定資産 6百万円

連結調整勘定 21百万円

流動負債 △183百万円

固定負債 △4百万円

新規連結子会社
株式の取得価額 

30百万円

新規連結子会社
の現金及び 
現金同等物 

50百万円

差引：新規連結
子会社取得 
による収入 

20百万円

 
 

３    ――――― ３ 重要な非資金取引の内容 

  当中間連結会計期間に合併した

日本バリュー㈱より引き継いだ資

産及び負債の内容は次のとおりで

あります。また、合併により増加

した資本準備金は69百万円であり

ます。なお、資本金の増加はあり

ません。 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 
 

３    ――――― 
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(リース取引関係) 

 
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 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 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
(単位：百万円) 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

建物及び 
構築物 7 1 6 

機械装置 
及び 
運搬具 

53 21 32 

有形固定 
資産 
その他 
(工具、 
器具及び 
備品) 

495 345 149 

無形固定 
資産 
その他 
(ソフト 
ウェア) 

309 178 130 

合計 865 547 318 

  

１ 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 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 
相当額

建物及び
構築物 7 2 5

機械装置
及び 
運搬具 

47 18 28

有形固定
資産 
その他 
(工具、
器具及び
備品) 

432 152 280

無形固定
資産 
その他 
(ソフト
ウェア)

302 124 177

合計 789 297 491

  

１ 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 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

建物及び
構築物 7 1 5

機械装置
及び 
運搬具 

41 17 24

有形固定
資産 
その他 
(工具、
器具及び
備品) 

461 336 125

無形固定
資産 
その他 
(ソフト
ウェア)

341 207 134

合計 852 563 289

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円) 

１年以内 113 

１年超 211 

合計 324 

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円)

１年以内 141

１年超 356

合計 497

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 
(単位：百万円)

１年以内 99

１年超 194

合計 294

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円) 

支払リース料 85

減価償却費相当額 81

支払利息相当額 3

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 70

減価償却費相当額 66

支払利息相当額 4

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 146

減価償却費相当額 138

支払利息相当額 6

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

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) 

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 
(単位：百万円) 

 取得価額 
減価償却
累計額 

中間期末 
残高 

機械装置 
及び 
運搬具 

21 15 6 

合計 21 15 6 

  

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 
(単位：百万円)

 取得価額
減価償却
累計額

中間期末
残高 

機械装置
及び 
運搬具 

16 12 3

合計 16 12 3

  

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 
(単位：百万円)

 取得価額 
減価償却 
累計額 

期末残高

機械装置
及び 
運搬具 

19 14 5

合計 19 14 5

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円) 

１年以内 6 

１年超 6 

合計 12 

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高相当額及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円)

１年以内 5

１年超 3

合計 9

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高相当額及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定してお

ります。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 
(単位：百万円)

１年以内 6

１年超 6

合計 12

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高相当

額及び見積残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占め

る割合が低いため、受取利子込み

法により算定しております。 

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円) 

受取リース料 8

減価償却費 1

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円)

受取リース料 3

減価償却費 0

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円)

受取リース料 13

減価償却費 4

  

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円) 

１年以内 1 

１年超 ― 

合計 1 

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 10

合計 14

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 12

合計 16

  

 



 

―  ― 29

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日現在) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表 
計上額 差  額 

(1) 株 式 1,051 1,430 379

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,051 1,430 379

(1) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合に
はすべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 中間連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  社債 4

   非上場株式 87

合  計 91
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当中間連結会計期間末 (平成18年９月30日現在) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表 
計上額 差  額 

(1) 株 式 1,259 1,471 212

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,259 1,471 212

(1) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合に
はすべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 中間連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  社債 4

   非上場株式 130

子会社株式及び関連会社株式 

   子会社株式 10

合  計 144
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 
区  分 取得原価 連結貸借対照表 

計上額 差  額 

(1) 株 式 1,214 1,650 436

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,214 1,650 436

 (1) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合には
すべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

   社債 4

    非上場株式 128

子会社株式及び関連会社株式 

   子会社株式 10

合  計 142
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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 

１ 通貨関連 

種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち 
１年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

オプション取引     

売 建     

 プット(ＵＳＤ) 781 509 △27 37

   

買 建   

 コール(ＵＳＤ) 571 367 5 1

   

合計 ― ― △22 38

(注)１ 時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
  ２ 上記取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 
  ３ 上記以外のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象外としております。 

 

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 
１ 通貨関連 

種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち 
１年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

オプション取引     

売 建     

 プット(ＵＳＤ) 235 94 △3 4

   

買 建   

 コール(ＵＳＤ) 212 70 0 0

   

合計 ― ― △3 4

(注)１ 時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
  ２ 上記取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 
  ３ 上記以外のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象外としております。 
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前連結会計年度末（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 

１ 通貨関連 

種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち 
１年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

オプション取引     

売 建     

 プット(ＵＳＤ) 305 164 △8 56

   

買 建   

 コール(ＵＳＤ) 305 164 0 △3

   

合計 ― ― △7 53

(注)１ 時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
  ２ 上記取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 
  ３ 上記以外のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象外としております。 

 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び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)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日)において、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「卸売事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び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)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項は

ありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び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)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日)において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 



 

―  ― 34

（企業結合等関係） 

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．企業結合の概要 
  (1) 被取得企業の名称     日本バリュー株式会社 
  (2) 被取得企業の事業の内容  不動産の管理及び仲介業、有価証券の保有 
  (3) 企業結合を行った主な理由 当社の株主構成の明瞭化を図るため 
  (4) 企業結合日        平成18年５月１日 
  (5) 企業結合の法的形式    合併 
  (6) 結合後の名称       株式会社ジューテック 
  (7) 取得した議決権      100.00％ 
 
２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 
  平成18年５月１日から平成18年９月30日まで 
 
３．被取得企業の取得原価及びその内訳 
  取得の対価 

当社株式 69百万円 
取得原価 69百万円 

 
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数 
  (1) 合併比率  １：655 

(2) 合併比率の算定方法 
    当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュー株式会社は時価純資産価額法により株式価値

を算定し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しております。 
(3) 交付した株式数 

     合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株
式2,022,000株については、自己株式とした上で同社の株主に交付すべき新株式に代用し、残りの
185,350株については、新たに株式を発行して割り当てております。 

    なお、取得原価につきましては、合併公表日直前の時価を基礎に算定しております。 
 
５．発生した負ののれんとその償却方法及び償却期間 
  (1) 負ののれんの金額  4百万円 
 (2) 発生原因 

      日本バリュー株式会社が所有する当社株式に対する配当期待権を合併比率算定時の同社資産と
して織り込んでいるため発生したもの。 

   (3) 償却方法及び償却期間 
     定額法にて５年間で償却する。 
 
６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 
７．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連

結損益計算書に及ぼす影響の概算額 
    金額的重要性がないため記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 551円04銭 559円45銭 568円57銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

11円89銭 12円39銭 26円24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 
(百万円) 

― 6,838 ―

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 

― 6,678 ―

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

― 159 ―

普通株式の発行済株式数 
(千株) 

― 11,971 ―

普通株式の自己株式数 
(千株) 

― 33 ―

１株当たり純資産の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

― 11,937 ―

 

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(当期)純利益(百万円) 139 147 324

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) 
利益処分による役員賞与金

― ― 15

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(百万円)

139 147 308

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

11,771 11,914 11,770
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― 

 

 

――――― 日本バリュー株式会社との合併に

ついて 

 当社と当社の主要株主である筆頭

株主の日本バリュー株式会社は、平

成18年３月13日に締結いたしました

合併契約書に基づき、平成18年５月

１日付で合併いたしました。 

 合併に関する事項の概要は、次の

とおりであります。 

(1) 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併

方式で、日本バリュー株式会社は

解散する。 

(2) 日本バリュー株式会社の概要 

① 本店所在地 東京都港区 

② 取締役社長 足立建一郎 

③ 資本 100百万円 

④ 事業内容 不動産の保有、管

理等   

 ⑤ 業績 平成17年６月期 

   売上高      38百万円 

   経常利益    13百万円 

   当期純損失 387百万円 

(3) 合併の概要等 

 ① 合併比率 １：655 

 ② 合併比率の算定方法 

当社は株価平均法に基づき、ま

た、日本バリュー株式会社は時価

純資産価額法により株式価値を算

定し、その結果を総合的に勘案し

て合併比率を算定しております。

 ③ 合併により発行した新株式数 

合併に際し当社が割り当てる総

数2,207,350株のうち、日本バリ

ュー株式会社が所有する当社株式

2,022,000株については、自己株

式とした上で日本バリュー株式会

社の株主に交付すべき新株式に代

用し、残りの185,350株について

は、新たに株式を発行して割り当

てております。 
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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) 

――――― 

 

 

――――― ④ 会社財産の引継等 

合併期日における、日本バリュ

ー株式会社の資産、負債、その他

一切の権利義務を、合併期日にお

いて引継いでおります。 

なお、合併により引き継いだ資

産及び負債の内訳は以下のとおり

です。 

資産合計 59百万円 

負債合計 1百万円 

  
 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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５．仕入、受注及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

当社グループは、建材卸売を主たる事業としておりますので、生産実績にかえて仕入実績を記載

しております。 
（単位：百万円） 

事業の種類別セグメント及び区分 金額 
前年同期比 

(％) 

合 板 15,011 132.9

建 材 34,055 103.4
建材販売店・ 
住宅会社等 

住宅設備機器 16,119 96.7

小売店 ＤＩＹ商品 2,153 113.3

その他 409 ―

 卸 
 売 
 事 
 業 

小 計 67,750 107.9

その他 1,939 45.0

合 計 69,689 103.8

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    

(2) 受注実績 

当社グループにおいて、受注販売は重要性がありませんので、受注実績は記載しておりません。 

 

(3) 販売実績 

（単位：百万円） 

事業の種類別セグメント及び区分 金額 
前年同期比 

(％) 

合 板 15,701 131.7

建 材 37,653 102.1
建材販売店・ 
住宅会社等 

住宅設備機器 16,767 95.0

小売店 ＤＩＹ商品 2,510 106.9

その他 456 ―

 卸 
 売 
 事 
 業 

小 計 73,088 106.2

その他 3,493 64.2

合 計 76,582 103.1

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 総販売実績に占める販売実績の割合が100分の10以上の相手先はありません。 

３ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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	種類
	契約額等 
	(百万円)
	契約額等のうち 
	１年超(百万円)
	時価 
	(百万円)
	評価損益 
	(百万円)
	オプション取引
	売　建
	　プット(ＵＳＤ)
	235
	94
	△3
	4
	買　建
	　コール(ＵＳＤ)
	212
	70
	0
	0
	合計
	―
	―
	△3
	4
	(注)１　時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
	種類
	契約額等 
	(百万円)
	契約額等のうち 
	１年超(百万円)
	時価 
	(百万円)
	評価損益 
	(百万円)
	オプション取引
	売　建
	　プット(ＵＳＤ)
	305
	164
	△8
	56
	買　建
	　コール(ＵＳＤ)
	305
	164
	0
	△3
	合計
	―
	―
	△7
	53
	(注)１　時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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