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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15 日 

 
会 社 名  パブリック株式会社          上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ７８３０               本社所在都道府県  愛知県 
（ＵＲＬ http://www.public-grp.com./ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 大嶋 秀紀 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長   氏名 木下  浩       ＴＥＬ：（052）653－3721 
決算取締役会開催日  平成18年11月15日    
米国会計基準の有無  無 
 
１．平成18年９月期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
当社は平成18年２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               （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 
 

18年９月期 
17年９月期 

百万円  ％ 
4,285      14.7   
3,735       －    

百万円  ％ 
203      6.7   
190       －    

百万円  ％ 
232   △16.0   
277       －    

18年３月期 8,227       5.2 528   △14.6 637      6.3 
 

 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 

 
18年９月期 
17年９月期 

百万円  ％ 
129   △15.7  
153       －    

円    銭 
32     69 
44       37 

円    銭 
－    － 
－    － 

18年３月期 368     31.6 102     88 －    － 
(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 3,963,305株  17年９月中間期 3,464,580株  18年３月期 3,528,955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               （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
 

18年９月期 
17年９月期 

百万円 
8,314 
7,234 

百万円
4,010 
3,279 

％
48.2 
45.3 

円   銭
1,011      86  
946      66

18年３月期 8,355 3,928 47.0 989      75  
(注)期末発行済株式数（連結）18年９月中間期 3,963,030株 17年９月中間期 3,464,580株  18年３月期 3,963,780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 

 
18年９月期 
17年９月期 

百万円 
372 
279 

百万円
△200 
77 

百万円
△86 
△401 

百万円
695 
593 

18年３月期 189 △113 △102 610 
 
(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   ４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)   －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 
 

通  期 
百万円

8,496 
百万円

676 
百万円

372 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 93円 97銭 
 
 
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と
なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

当社企業グループは、当社及び連結子会社４社（クイン株式会社、パブリック東員工場株式会社、

福川ソーイン株式会社及び十四山ソーイン株式会社）で構成され、業務用家具の製造販売を主な事業

内容としております。 

当社企業グループは、各種レストラン、飲食店、喫茶店及びスナック・クラブ等の飲食店舗、ホテ

ル、旅館等の宿泊施設、病院、高齢者福祉施設、大学、官庁等の各種施設で使用される椅子及びテー

ブルの業務用家具専門メーカーであります。 

製品の企画開発につきましては、全て自社内でデザイン設計を行い、木製・パイプ・籐椅子をはじ

め、ソファー・ロビーチェア等の椅子やテーブル等を自社オリジナルブランド「ＣＲＥＳ」（クレ

ス）にて展開しております。なお、総合カタログを１年半ごとに定期発刊しております。その他、オ

リジナルサブブランドとしてソファーの機能に特化した「ＳＴＯＵＴ」（スタウト）、椅子類・テー

ブル類の脚部に特化した「ＬＥＧ＋」（レッグプラス）を展開しております。 

当社企業グループは、総合カタログにラインナップする製品全般について、オリジナル製品システ

ム「フリーセレクトシステム方式」を採用しております。これは、オーダーメイド感覚で各種部材や

仕上げが自由にセレクトできるシステムであり、椅子につきましては張地・フレーム色・サイズのバ

リエーションが、テーブルにつきましては甲板・サイズ・形・色のバリエーションが選べます。 

また、当社企業グループではプランニング専門のスタッフによる製品選定やレイアウトプラン等の

提案を行っており、ショールーム「ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ」（東京・青山）、「ＰＩＣ ＮＡＧＯＹ

Ａ」（名古屋）において、製品の展示及び紹介等を行っております。 

販売につきましては、全国の販売代理店を経由し、エンドユーザーに製品を供給しております。ま

た、愛知県地区での業務用家具の販売は、クイン株式会社（連結子会社）が担当しております。平成

18年５月には「東京オフィス」（東京・青山）を開設し、東京地区における販売活動強化に取り組ん

でおります。 

生産につきましては、当社が国内外から調達・在庫した製品の部材をもって、パブリック東員工場

株式会社（連結子会社）において、椅子の張加工工程の他、塗装・木工工程を備え、椅子・テーブル

を製造しております。また、当社企業グループの技術指導や品質管理のもとに椅子の外注生産を行っ

ております。福川ソーイン株式会社（連結子会社）では、生産ラインの工程である自動裁断機による

裁断工程の他、縫製工程を行い、十四山ソーイン株式会社（連結子会社）では、主に業務用家具の張

加工工程の製造全般を行っております。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

外注加工委託 外注加工委託 

製品 

外注加工委託 

製品 

製品

販 売 代 理 店 

製品

（連結子会社）クイン株式会社 

当 社 

（連結子会社）十四山ソーイン株式会社 

（連結子会社）パブリック東員工場株式会社 

（連結子会社）福川ソーイン株式会社 

エ ン ド ユ ー ザ ー 

製品 

≪当社企業グループ≫ 

（注）連結子会社であるクイン株式会社は、愛知県内における当社製品の販売を行う販売子会社であります。 
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２．経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社企業グループの経営理念は以下の３点であります。 

「自社ブランド製品の製造、販売」 

「業務用椅子・テーブル業界№１」 

「安定的な収益構造の確立と永続的な成長」 

これらの経営理念を実現すべく、経営方針に「お客様への信頼と満足の提供」及び「安定

的・恒常的な品質供給システムの確立」を設定しております。 

また、環境問題、少子高齢化問題、発展途上国を中心とした人口・食料問題等、企業市民と

して取り組むべき課題は数多くあり、当社企業グループとしても、こうした変化に対応すべく

経営の改善・改革に取り組み、積極的な企業活動を通じて国家社会に貢献するとともに、役職

員一人ひとりが社会から信頼される企業市民を目指していくことが必要だと考えております。 

 

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対して継続的な安定配当の実施を経営の重要課題と位置付けております。 

長期的な経営基盤の確保に努め、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、更には配

当性向などを総合的に勘案して配当政策を決定しております。 

このような方針に基づき平成19年３月期におきましては、１株当たり10円とさせていただく

予定であります。 

また、内部留保資金については、経営基盤の強化ならびに今後の事業展開に充当する予定で

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 

投資単位の引下げにつきましては、個人投資家層の拡大及び株式の流動性を高める有効な施

策の一つであると認識しており、今後も業績の推移や市場の状況等を総合的に勘案し、慎重に

検討していきたいと考えております。 

 

（４） 目標とする経営指標 

当社企業グループは、経営指標として総資産利益率（ＲＯＡ）や株主資本利益率（ＲＯＥ）、

売上高経常利益率に着目しており、業績向上と財務内容の健全化を図って参ります。 

 

（５） 中長期的な会社の経営戦略 

当社企業グループは創業来の経営理念に基づき、業務用椅子・テーブルに特化したオンリー

ワン企業として、業界ナンバーワン企業を目指し、以下の事業展開方針の下、事業の発展・成

長に努めて参ります。 

① 企画開発力の充実 

自社内にデザイナーを擁し、機能性・耐久性を基本に、より快適な、人に優しいオ

リジナル性の高い製品の開発活動を促進し、自社ブランド「ＣＲＥＳ」の総合カタロ
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グを１年半毎に定期発刊します。環境との共生を実現するための生産システム「ＰＣ

ＯＳＥ」の拡大を通して、ロングライフ・リサイクル・セーブを基本とする、人にや

さしい、環境にやさしい、業務用椅子・テーブルを世に送り出します。 

② 生産体制の強化 

世界中から安定した品質でコストパフォーマンスに優れた部材を調達・ストックし

ます。多品種・小ロット・短納期対応を基本に、100％受注生産体制を確立します。ま

たＩＳＯ９００１を推進し、徹底した自社工場での品質管理を行うことで付加価値の

高い製品を作り出します。 

③ 販売力の強化 

販売代理店制度の下、業務用家具業界の全てを網羅する独自の販売チャネルを構築

し、お客様とのコミュニケーションスペースとしてのショールーム（東京、名古屋）

を活用した、より一層の販売促進活動を推進します。オーダーメイド感覚で各種部材

仕上げを自由にセレクト可能にした当社オリジナル製品システム「フリーセレクトシ

ステム」により、お客様の多様なご要望にお応えします。 

④ 財務体質の強化 

当社企業グループ全体の管理体制の一層の効率化を図り、如何なる状況下であって

も安定的な収益を生み出すよう努めます。 

 

（６） 会社の対処すべき課題 

当社企業グループは、ますます変化するライフスタイル、多様化するエンドユーザーのニー

ズに柔軟にお応えし、顧客満足度の向上を図るため、以下諸課題に重点的に取り組んで参りま

す。 

① 供給能力の充実 

当社企業グループを総動員して、生産性の向上、納期の短縮、コストダウン、品質

の改善等を推進すると共に、既成概念に囚われない、新しい仕様に基づく製品の開発

に積極的に取り組んで参ります。円滑な納入体制を実現し、供給能力の一層の充実を

図るため、平成18年１月に買収した東員工場の隣接地に、名古屋市にて開催された

「2005年日本国際博覧会（愛・地球博）」で使用された外国パビリオンのインド館・

韓国館の鉄骨一式をリユースした新しい倉庫の建設を進めております。 

② 提案力のアップ 

マーケットは常に新しい提案を求めております。従来から実施してきた外部で開催

される展示会への出展に留まらず、ＩＳＯ９００１を取得している改装後のＰＩＣ 

ＡＯＹＡＭＡ（東京都港区）と共に、同じ場所に平成18年５月新設した東京オフィス

をフルに活用して、新製品の紹介や当社オリジナルのグレードの高い提案活動を積極

的に展開し、新しい市場と顧客の開拓に尽力して参ります。 

③ 対応力の向上 

顧客の対応には、見積対応、納期対応、別注対応、クレーム対応等様々ありますが、

いずれの対応も顧客満足度を向上させるためには欠かせない大切なものばかりであり
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ます。対応力の向上のため外部コンサルタントによる分析結果に基づいた具体的改善

指摘事項を参考にしながら、全社的に業務改善活動を展開して参ります。 

 

（７） 親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

（８） 内部管理体制の整備・運用状況 

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

（イ）取締役会及び経営者会議 

業務執行上の意思決定機関として、取締役全員で構成される取締役会を毎月１

回開催し、経営に関する重要な事項（取締役会規程に規定する付議事項等）を決

議する他、各部長から会社の業務の執行状況その他情報の報告または説明を受け

ることにしております。また、取締役会は経営の基本方針に関する意思決定機関

であると同時に、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 

これとは別に各業務の執行責任者で構成される経営者会議を開催し、各業務の

執行状況その他情報の報告を受けることとし、取締役会において決議された経営

方針に基づいた、より迅速でかつ適時の意思決定を行う組織を構築しております。 

（ロ）内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、内部監査機能を担う独立の部門として内部監査室を設けており、社長

直属の組織として運営しております。内部監査計画に基づき監査業務執行部門の

活動全般にわたり内部監査を実施し、業務の適正化及び効率化に向け具体的助言

を行っております。監査結果についての社長及び執行責任者への報告も定期的に

行っております。 

また、当社は監査役制度を採用しており、各監査役は取締役会に適時出席する

とともに、監査方針に基づいた監査実施計画に従って取締役の意思決定過程を含

む内部統制システムの整備・運用状況等を中心に業務活動の全般にわたり監査し

ております。社内監査役は常勤であり、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを

通じた監査も行っております。 

 

（９） その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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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我が国の経済は、日本経済を牽引してきたＩＴ産業・鉄鋼・自動車な

ど所謂グローバル産業が、バブル期を越える好業績を挙げ、全体としては順調に推移しました。資源

関連産業等を含めた上記グローバル産業が、日本経済全体を強力に牽引してきた反面、その他のドメ

スティック産業は、不況業種も多く、低迷を余儀なくされました。 

このような状況のもと、当社企業グループは、平成17年８月に発刊した「クレスＶＯＬ.１１」の市

場へのＰＲ及び浸透を積極的に展開し、顧客満足の向上を図りました。平成18年５月新設した東京オ

フィスをフルに活用し、新製品の紹介や当社オリジナルのグレードの高い提案活動を積極的に展開し

て参りました。さらに、ＩＳＯ９００１を柱にした改善活動を全社的に推進し品質の安定・向上に努

めて参りました。 

この結果、売上高は4,285百万円（前年同期比 14.7％増）と過去最高となりましたが、生産性の向

上、経費削減に努めたものの、原油価格等の高騰に伴い原価アップが利益を圧迫し、売上高増加によ

る増益効果を上回り、経常利益は232百万円（前年同期比16.0％減）、中間純利益は129百万円（前年

同期比15.7％減）となりました。 

 

（２）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は営業活動で得られ

た資金が投資活動及び財務活動による使用資金を上回りました。この結果、当中間連結会計期間末

の資金は695百万円となり、前中間連結会計期間末の593百万円から102百万円（17.2％）増加となり

ました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動で得られた資金は、372百万円（前年同期比33.4％増）となりまし

た。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前中間純利益234百万円が計上されたこと、売上債

権の減少額224百万円及び仕入債務の増加額164百万円、支出要因として法人税等の支払額が210百万

円計上されたことであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動により使用した資金は、200百万円（前年同期は77百万円の収入）

となりました。その主な内訳は、支出要因として有形固定資産の取得による支出182百万円でありま

す。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動により使用した資金は、86百万円（前年同期比78.4％減）となり

ました。その主な内訳は、収入要因として短期借入金の純増加額140百万円、支出要因として長期借

入金の返済による支出186百万円であります。 
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（３）通期の見通し 

第３四半期以降の経済見通しについては、好調な企業収益が家計部門により強力に波及し、

我が国経済の持続的拡大に寄与することに期待がかかりますが、ここにきて、これまでの我が

国経済の牽引役の一つであった設備投資において、その先行きを示す機械受注が８月には市場

予想を下回り、また世界経済に大きな影響力をもつ米国経済の成長率が、第２、第３四半期連

続で米国の潜在成長率３％強を下回って、その減速ぶりが懸念材料として浮かび上がって参り

ました。特に、減速した米国経済がうまく軟着陸できるかどうかは、我が国経済のみならず、

世界経済にも大きなインパクトを持つだけに、米国を始めとする関係諸国の動向から目が離せ

ない状況が続くものと思われます。 

こうした中、当社企業グループは引き続き顧客満足度の向上を目指し、①供給能力の充実、

②提案力のアップ、③対応力の向上の取り組みに重点を置き、東員工場新倉庫の建設、総合カ

タログ「ＣＲＥＳ ＶＯＬ．１２」の発刊、ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ（東京都港区）での展示会

開催等、生産性の向上を図り、新製品の紹介や当社オリジナルのグレードの高い提案活動を積

極的に展開し、新しい市場と顧客の開拓に尽力し、業績向上と財務内容の健全化を図って参り

ます。 

連結業績見通しにつきましては、売上高8,496百万円（前年同期比3.3％増）、経常利益676百

万円（同1.2％増）、当期純利益372百万円（同1.2％増）を見込んでおります。 

 

（４）事業等のリスク 

当社企業グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

① 事業環境の変化について 

当社企業グループは、椅子及びテーブルを中心とした業務用家具を製造し、主に国内の販売

代理店向けに販売しております。従って、国内の景気の後退及びそれに伴う需要の減少、また

は消費動向に影響を与える不測の事態等が発生した場合には、当社企業グループの業績に影響

を与える可能性があります。また、家具市場は、輸入品の取扱いが増加する等近年競争が激化

する方向にあり、当社が市場のニーズに合致する製品を提供できなくなった場合には、当社企

業グループの業績に影響を与える可能性があります。また、原油価格の高騰等、当社企業グル

ープの購入する原材料価格に極端な変動がある場合には、当社企業グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

 

② 為替相場の変動による影響について 

当社企業グループは現在、原材料の一部を海外から、米ドル建をはじめとする外貨建で仕入

れております。そのため、為替相場の変動に伴う原価計上額の変動、あるいは原価計上時と海

外仕入先への支払時期との為替相場の変動により為替差損益が生じる場合があります。 

従って、予期せぬ為替変動に見舞われた場合には、当社企業グループの業績に影響を与える

可能性があります。 
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③ デリバティブ取引について 

当社企業グループは為替相場の変動によるリスクを軽減するために、通貨スワップ取引を行

っております。この取引はデリバティブ取引に該当し、時価評価の対象となっており、平成17

年９月中間期には94,112千円の通貨スワップ利益、平成18年３月期には152,520千円の通貨スワ

ップ利益、平成18年９月中間期には27,783千円の通貨スワップ利益を計上しております。この

取引の契約満了は平成24年12月となっておりますので、今後、予期せぬ為替レートの変動、日

米金利差等が生じた場合には、通貨スワップ損益の計上により、当社企業グループの業績及び

財務状況に影響を与える可能性があります。 

 

④ 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社との取引について 

当社企業グループと、当社の役員及びその近親者（役員及びその近親者が議決権の過半数を

所有する会社を含む）が議決権の過半数を所有するシンコー株式会社との間に次のような取引

があります。 

（第29期 平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

当社製品の
販売 

263,866
受取手形
及び売掛
金 

216,099

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

シンコー
株式会社 

名古屋
市中川
区 

104,000 卸売業 － 兼任1名 － 

同 社 商 品
（原材料）
の購入 

172,345
支払手形
及び買掛
金 

190,784

（注）１．当社製品の販売は子会社のクイン株式会社を通して販売しており、同社商品（原材料）の

購入は子会社の福川ソーイン株式会社を通して購入しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売及び同社商品（原材料）の購入については、他の取引先と同様の条件によ

っております。 

４．当社取締役会長大嶋紀元はシンコー株式会社の取締役会長を兼任しております。 
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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(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 ※２  634,041 733,216 648,112

２ 受取手形及び売掛金 ※４  2,497,395 3,183,254 3,407,523

３ たな卸資産   899,796 983,577 977,982

４ その他   195,309 142,043 181,879

 貸倒引当金   △155 ― △233

流動資産合計   4,226,388 58.4 5,042,092 60.6 5,215,264 62.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築物 ※２  821,038 780,972 800,497

(2) 土地 ※２  832,661 1,004,755 982,755

(3) その他   113,604 236,001 126,765

有形固定資産合計   1,767,304 2,021,729 1,910,018

２ 無形固定資産   10,538 11,784 13,066

３ 投資その他の資産   

(1) 投資不動産 ※1,2  840,751 831,317 835,851

(2) その他   402,288 413,310 389,657

貸倒引当金   △12,760 △5,337 △8,437

投資その他の資産 
合計 

  1,230,279 1,239,290 1,217,071

固定資産合計   3,008,122 41.6 3,272,804 39.4 3,140,156 37.6

資産合計   7,234,510 100.0 8,314,896 100.0 8,355,421 100.0
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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(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 ※４  1,533,688 2,085,866 1,923,016

２ 短期借入金 ※２  459,000 306,000 166,000

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  345,117 488,806 382,197

４ 賞与引当金   24,782 24,189 6,848

５ 役員賞与引当金   － 2,500 －

６ その他   408,028 354,068 620,614

流動負債合計   2,770,617 38.3 3,261,430 39.3 3,098,676 37.1

Ⅱ 固定負債   

１ 社債   400,000 600,000 600,000

２ 長期借入金 ※２  662,482 313,843 606,820

３ 退職給付引当金   62,538 65,647 57,659

４ 役員退職慰労引当金   53,712 53,280 55,848

５ その他   5,397 10,649 8,312

固定負債合計   1,184,130 16.4 1,043,419 12.5 1,328,639 15.9

負債合計   3,954,747 54.7 4,304,849 51.8 4,427,316 53.0

   

(少数株主持分)   

少数株主持分   － － － － － －

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金   221,666 3.1 － － 391,666 4.7

Ⅱ 資本剰余金   121,686 1.7 － － 374,686 4.5

Ⅲ 利益剰余金   2,906,832 40.1 － － 3,121,135 37.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  29,578 0.4 － － 41,493 0.5

Ⅴ 自己株式   － － － － △875 △0.0

資本合計   3,279,763 45.3 － － 3,928,104 47.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  7,234,510 100.0 － － 8,335,421 100.0
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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(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   － － 391,666 4.7 － －

２ 資本剰余金   － － 374,686 4.5 － －

３ 利益剰余金   － － 3,206,122 38.6 － －

４ 自己株式   － － △1,594 △0.0 － －

株主資本合計   － － 3,970,879 47.8 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

  － － 39,166 0.4 － －

評価・換算差額等 
合計 

  － － 39,166 0.4 － －

純資産合計   － － 4,010,046 48.2 － －

負債純資産合計   － － 8,314,896 100.0 － －
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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(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   3,735,263 100.0 4,285,327 100.0 8,227,244 100.0

Ⅱ 売上原価   2,800,861 75.0 3,246,897 75.8 6,127,901 74.5

売上総利益   934,401 25.0 1,038,430 24.2 2,099,342 25.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  743,485 19.9 834,669 19.5 1,570,343 19.1

営業利益   190,916 5.1 203,760 4.7 528,999 6.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  205 399 579

２ 受取配当金  824 918 915

３ 受取賃貸料  18,467 18,717 36,792

４ 通貨スワップ利益  94,112 27,783 152,520

５ その他  2,403 116,014 3.1 6,528 54,347 1.3 4,574 195,382 2.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  11,058 7,990 20,035

２ 手形売却損  1,030 1,016 1,927

３ 売上割引  9,218 10,351 19,012

４ 減価償却費  4,968 4,534 9,868

５ 為替差損  894 605 1,685

６ その他  2,497 29,667 0.8 807 25,305 0.6 33,997 86,527 1.0

経常利益   277,263 7.4 232,802 5.4 637,854 7.8

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  － 179 －

２ 役員退職慰労引当金 
戻入益 

 10,043 1,632 7,908

３ 固定資産売却益 ※２ 57,554 － 57,554

４ 投資有価証券売却益  0 67,598 1.8 － 1,811 0.0 5 65,468 0.8

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ 30,277 104 30,277

２ 固定資産除却損 ※４ 135 131 352

３ 投資有価証券評価損  4,210 34,623 0.9 － 235 0.0 4,385 35,015 0.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  310,238 8.3 234,378 5.4 668,307 8.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 90,152 84,876 249,678

法人税等調整額  66,378 156,531 4.2 19,924 104,800 2.4 50,618 300,296 3.7

中間(当期)純利益   153,707 4.1 129,577 3.0 368,010 4.5
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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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  121,686 121,686

Ⅱ 資本剰余金増加高  

増資による新株の発行  － － 253,000 253,000

Ⅲ 資本剰余金中間期末 

（期末）残高 
 121,686 374,686

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,774,736 2,774,736

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 中間（当期）純利益  153,707 153,707 368,010 368,010

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金  17,322 17,322

 ２ 役員賞与  4,288 21,610 4,288 21,610

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
 2,906,832 3,121,135
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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) 

（単位：千円） 

株 主 資 本 
評価・換算

差 額 等
 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株 主 資 本

合 計

その他有価証券

評 価 差 額 金

純資産合計

平成18年３月31日残高 391,666 374,686 3,121,135 △875 3,886,611 41,493 3,928,104

中間連結会計期間中の

変動額 
 

剰余金の配当  △39,637 △39,637 △39,637

前期利益処分による

役員賞与 
 △4,953 △4,953 △4,953

中間純利益  129,577 129,577 129,577

自己株式の取得  △718 △718 △718

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） 

 － △2,326 △2,326

中間連結会計期間中の

変動額合計 
－ － 84,986 △718 84,268 △2,326 81,941

平成18年９月30日残高 391,666 374,686 3,206,122 △1,594 3,970,879 39,166 4,010,046
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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(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 

 310,238 234,378 668,307

２ 減価償却費  53,386 56,454 111,664

３ 貸倒引当金の増加額 
（△：減少額） 

 △39,470 △3,333 △1,179

４ 退職給付引当金の増加額 
（△：減少額） 

 6,740 7,987 1,862

５ 役員退職慰労引当金の 
増加額（△：減少額） 

 △18,683 △2,568 △16,548

６ 賞与引当金の増加額 
（△：減少額） 

 18,094 17,340 161

７ 役員賞与引当金の増加額 
（△：減少額） 

 － 2,500 －

８ 受取利息及び受取配当金  △1,030 △1,317 △1,495

９ 通貨スワップ利益  △94,112 △27,783 △152,520

10 支払利息  11,058 7,990 20,035

11 社債発行費  － － 2,617

12 新株発行費  － － 9,484

13 為替差損益（△：差益）  894 605 1,685

14 固定資産売却益  △57,554 － △57,554

15 投資有価証券売却益  △0 － △5

16 固定資産売却損  30,277 104 30,277

17 固定資産除却損  135 131 352

18 投資有価証券評価損  4,210 － 4,385

19 売上債権の減少額 
（△：増加額） 

 241,246 224,268 △668,881

20 たな卸資産の減少額 
（△：増加額） 

 63,870 △5,594 △14,316

21 長期前払費用の減少額 
（△：増加額） 

 △28,383 157 315

22 仕入債務の増加額 
（△：減少額） 

 △75,641 164,815 309,468

23 未払費用の増加額 
（△：減少額） 

 △45,283 △113,270 84,367

24 未払消費税等の増加額 
（△：減少額） 

 18,712 2,681 19,995

25 役員賞与の支払額  △4,288 △4,953 △4,288

26 その他  △38,997 26,090 △33,998

小計  355,420 586,683 314,191

27 利息及び配当金の受取額  1,012 1,293 1,479

28 利息の支払額  △10,590 △8,007 △19,284

29 法人税等の還付額  6,698 3,239 6,698

30 法人税等の支払額  △73,338 △210,664 △113,805

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 279,202 372,544 189,280
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 定期預金への預入による 
支出 

 △30,497 △37,391 △52,610

２ 定期預金の払戻による収入  30,493 37,387 55,604

３ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △26,031 △182,116 △215,344

４ 有形固定資産の売却による 
収入 

 101,846 13 101,846

５ 無形固定資産の取得による 
支出 

 － △667 △4,499

６ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △840 △20,868 △2,215

７ 投資有価証券の売却による 
収入 

 0 － 6

８ 貸付金の回収による収入  1,240 1,190 2,875

９ その他  836 2,338 725

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 77,046 △200,115 △113,612

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 
（△：減少額） 

 △244,000 140,000 △537,000

２ 長期借入れによる収入  100,000 － 300,000

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △240,070 △186,368 △458,652

４ 社債の発行による収入  － － 197,382

５ 株式の発行による収入  － － 413,515

６ 自己株式の取得による 
支出 

 － △718 △875

７ 配当金の支払額  △17,322 △39,637 △17,322

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △401,392 △86,724 △102,952

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △894 △605 △1,685

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
（△：減少額） 

 △46,038 85,099 △28,969

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 639,694 610,725 639,694

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 593,656 695,825 610,725
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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 

全ての子会社（４社）を連

結の対象としております。 

 連結子会社４社 

  クイン㈱ 

  パブリック東員工場㈱ 

  福川ソーイン㈱ 

  十四山ソーイン㈱ 

 

同 左 同 左 

２ 持分法の適用

に関する事項 

非連結子会社及び関連会社

はありません。 

 

同 左 同 左 

３ 連結子会社の

中 間 決 算 日

（決算日）に

関する事項 

連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致して

おります。 

 

同 左 連結子会社の決算日は連結

決算日と一致しておりま

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 

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） 

移動平均法により原価

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） 

（時価のないもの） 

同 左 

 

①有価証券 

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

り算定） 

（時価のないもの） 

同 左 

 

 ②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

時価法 

 

②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

同 左 

 

②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

同 左 

 

 ③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

移動平均法による原価

法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法 

 

③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

同 左 

 

貯蔵品 

同 左 

 

③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

同 左 

 

貯蔵品 

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 

①有形固定資産及び投資不

動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物

（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

次のとおりでありま

す。 

建物    ８～50年 

 

 

 

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 

 

①有形固定資産及び投資不

動産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同 左 

 

①有形固定資産及び投資不

動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物

（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

次のとおりでありま

す。 

建物    ８～50年 

機械装置及び運搬具４～18年 

工具器具備品２～17年 

 

②無形固定資産 

同 左 

（３）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、以下の方

法によって計上しており

ます。 

（一般債権） 

貸倒実績率法によってお

ります。 

（貸倒懸念債権及び破産更

正債権等） 

個別債権の回収可能性を

検討して回収不能見込額

を計上しております。 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額に基

づき計上しております。 

 

①貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同 左 

 

 

 

①貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

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) 

 ③     － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④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

債務及び年金資産に基づ

き計上しております。 

 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度に

おける支給見込額の当中

間連結会計期間負担額を

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

準第４号 平成17年11月

29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

2,500千円減少しており

ます。 

 

④退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金 

同 左 

 

③     － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結間会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産に基づき

計上しております。 

 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

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 

 

（５）カタログ

（見本帳）

の会計処理 

カタログ（見本帳）の制作

費用については、カタログ

（見本帳）の使用期間（18

ヶ月）にわたり費用計上

し、翌期以降の負担分につ

いては前払費用で処理して

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) 

（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 

税抜き方式を採用してお

ります。 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

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、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高

い、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

ない短期的な投資でありま

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。これによる損益に与える影響

はありません。 

― 

 

（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。これによる損益に与

える影響はありません。 

― 

 

（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方針」

（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4,010,046千円であり

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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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 

（平成18年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,408,251千円 

投資不動産 447,728千円 

  
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,497,567千円

投資不動産 457,162千円

 
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,453,095千円

投資不動産 452,628千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,358千円 

建物及び構築

物 
662,836千円 

土地 702,472千円 

投資不動産 832,818千円 

計 2,224,486千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 229,000千円 

一年以内返済

予定の長期借

入金 

284,617千円 

長期借入金 535,814千円 

計 1,049,431千円 

  
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,364千円

建物及び構築

物 
623,142千円

土地 702,472千円

投資不動産 824,162千円

計 2,176,141千円

上記に対応する債務 

短期借入金 146,000千円

一年以内返済

予定の長期借

入金 

447,306千円

長期借入金 224,508千円

計 817,814千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,360千円

建物及び構築

物 
641,364千円

土地 702,472千円

投資不動産 828,335千円

計 2,198,532千円

上記に対応する債務 

短期借入金 93,000千円

一年以内返済

予定の長期借

入金 

322,197千円

長期借入金 510,152千円

計 925,349千円

 
 

３ 受取手形割引高 

 138,727千円 

  
 

３ 受取手形割引高 

 102,369千円

 
 

３ 受取手形割引高 

 72,173千円

 
 

― 

 

※４ 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の末日

が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 145,804千円

支払手形 97,709千円

 
 

― 

 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社）においては、運転

資金の効率的な運用を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度

額 
1,250,000千円 

借入実行残高 400,000千円 

差引額 850,000千円 

  
 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社）においては、運転

資金の効率的な運用を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度

額 
1,300,000千円

借入実行残高 155,000千円

差引額 1,145,000千円

 
 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社）においては、運転

資金の効率的な運用を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。 

当連結会計年度末における当

座貸越契約に係る借入金未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度

額 
1,250,000千円

借入実行残高 115,000千円

差引額 1,135,000千円
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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主要

項目 

荷造運搬費 243,518千円 

給与手当 163,542千円 

賞与引当金繰入額 16,365千円 

退職給付費用 6,500千円 

貸倒引当金繰入額 2,686千円 

  
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

荷造運搬費 292,135千円

給与手当 164,091千円

賞与引当金繰入額 14,677千円

役員賞与引当金繰

入額 
2,500千円

退職給付費用 10,876千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

荷造運搬費 544,827千円

給与手当 333,959千円

賞与引当金繰入額 4,112千円

退職給付費用 5,410千円

貸倒引当金繰入額 2,669千円

 
 

※２ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

土地 57,554千円 

  
 

― ※２ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

土地 57,554千円

 
 

※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 30,249千円 

その他（機械装置

及び運搬具） 
28千円 

計 30,277千円 

  
 

※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
104千円

計 104千円

 
 

※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 30,249千円

その他（機械装置

及び運搬具） 
28千円

計 30,277千円

 
 

※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
64千円 

その他（工具器具

備品） 
70千円 

計 135千円 

  
 

※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
131千円

計 131千円

 
 

※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
231千円

その他（工具器具

備品） 
120千円

計 352千円
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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（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 3,964,580 － － 3,964,580 

合計 3,964,580 － － 3,964,580 

自己株式     

普通株式（注） 800 750 － 1,550 

合計 800 750 － 1,550 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加750株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．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29日

定時株主総会 
普通株式 39,637 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

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

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
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15

日取締役会 
普通株式 19,815 利益剰余金 5 

平成18年９月

30日 

平成18年12月

12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 

（平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 634,041千円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△40,384千円 

現金及び現金同等

物 
593,656千円 

  
 

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 

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 733,216千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△37,391千円

現金及び現金同等

物 
695,825千円

 
 

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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 648,112千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△37,387千円

現金及び現金同等

物 
610,725千円
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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) 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額

相当額 
53,574 21,444 75,018 

減価償却

累計額 
18,813 14,575 33,388 

中間期末

残高相当

額 

34,760 6,869 41,629 

    

なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
53,574 26,490 80,064

減価償却

累計額 
29,528 19,873 49,401

中間期末

残高相当

額 

24,045 6,617 30,662

   

同 左 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円）

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
53,574 26,490 80,064

減価償却

累計額 
24,171 17,224 41,395

中間期末

残高相当

額 

29,402 9,266 38,668

   

なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払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 

１年内 15,003千円 

１年超 26,625千円 

合計 41,629千円 

  

なお、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

期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払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 

１年内 11,240千円

１年超 19,421千円

合計 30,662千円

 

同 左 

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 15,331千円

１年超 23,337千円

合計 38,668千円

 

なお、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

が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 10,972千円 

減価償却費相当額 10,972千円 

  
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 8,006千円

減価償却費相当額 8,006千円

 
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 18,978千円

減価償却費相当額 18,978千円

 
 

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り算定して

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 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

（減損損失について） 

同 左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 26,623 76,420 49,796 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 26,623 76,420 49,796 

（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について4,210千円減損処理

を行っております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、中間連結会計期間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％程度下落した場合には、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。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 25,000 

 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 28,287 94,230 65,943 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 28,287 94,230 65,943 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間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％程度下落した場合には、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。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 45,404 
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 27,346 97,200 69,854 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 27,346 97,200 69,854 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について4,385千円減損処理を行

っております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、連結会計年度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％程度下落した場合には、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。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 25,476 

 



ファイル名:12-090_f_デリバティブ.doc 更新日時:11/9/2006 12:34:00 PM 印刷日時:06/11/14 8:28 

― 28 ― 

(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）

通貨 スワップ取引 4,080,719 △83,935 △83,935 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 

 

 

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）

通貨 スワップ取引 4,080,719 △19,864 △19,864 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 

 

 

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）

通貨 スワップ取引 4,080,719 △37,457 △37,457 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 
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(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)、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)において、当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、単一セグメント

であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

 

【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)において、本邦以外の国又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

する事項はありません。 

 

 

【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)、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)において、海外売上高がないため、該当する事項はありません。 
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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 
946円66銭 

１株当たり中間純

利益 
44円37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。 

 

 

１株当たり純資産

額 
1,011円86銭

１株当たり中間純

利益 
32円69銭

同 左 

 

 

１株当たり純資産

額 
989円75銭

１株当たり当期純

利益 
102円88銭

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）１．１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（千円） － 4,010,046 －

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円） 
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円） 
－ 4,010,046 －

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

－ 3,963 －

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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)

中間（当期）純利益（千円） 153,707 129,577 368,010

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 4,953

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳（千円） 

利益処分よる役員賞与金（千円） － － 4,953

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
153,707 129,577 363,057

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,464 3,963 3,528

 

 

(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) 

 

該当する事項はありません。 

 

 

該当する事項はありません。 

 

 

該当する事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (１) 生産実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比

(％) 

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)

椅 子 類 2,801,646 3,159,965 112.8 6,100,009 

テ ー ブ ル 類 777,368 867,556 111.6 1,715,010 

そ の 他 214,423 271,148 126.5 476,805 

合 計 3,793,438 4,298,670 113.3 8,291,824 

(注) 金額は販売価額で記載しており、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(２) 仕入実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の仕入実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比

(％) 

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)

原 材 料 2,097,722 2,632,648 125.3 4,880,398 

商 品 6,583 4,467 67.9 11,812 

合 計 2,104,305 2,637,115 125.5 4,892,211 

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 
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(３) 受注状況 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

 

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)

品 目 別 受注実績 受注残高 受 注実績 前年同期比（％） 受 注残高 前年同期比（％） 受注実績 受注残高

椅 子 類 2,797,596 201,732 3,158,132 112.9 212,268 105.2 6,095,210 213,346

テーブル類 776,255 58,126 867,060 111.7 63,740 109.7 1,713,659 52,561

そ の 他 214,114 13,047 270,991 126.6 13,106 100.5 476,249 12,350

合 計 3,787,966 272,906 4,296,184 113.4 289,115 105.9 8,285,299 278,258

 (注) 金額は販売価額で記載しており、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 (４) 販売実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比(％)

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)

椅 子 類 2,762,441 3,158,756 114.3 6,046,659 

テーブル類 759,809 855,956 112.7 1,702,778 

そ の 他 204,625 263,700 128.9 461,563 

製

品 
小 計 3,726,875 4,278,414 114.8 8,211,001 

椅 子 類 1,892 692 36.6 3,673 

テーブル類 － － － － 

そ の 他 6,495 6,220 95.8 12,568 

商

品 

小 計 8,387 6,913 82.4 16,242 

合 計 3,735,263 4,285,327 114.7 8,227,244 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


