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平成 19 年 3 月期   個別中間財務諸表の概要      平成 18 年 11 月 17 日 

上 場 会 社 名          ホ ク シ ン 株 式 会 社                     上場取引所     東 大 
コ ー ド 番 号            ７８９７                                       本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.hokushinmdf.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 平 良 秀 男 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 西 丸 義 孝   ＴＥＬ (072) 438 － 0141 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日               中間配当制度の有無            有  
中間配当支払開始日      ―                   単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 
(1) 経営成績                                (百万円未満切捨表示) 
 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 

5,561    △0.5 
5,590    △0.5 

109   △39.9 
181   △20.6 

90   △49.2 
178    21.3 

18 年 3 月期 11,169       307       321       
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円 銭 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

60   △59.8 
149    72.1 

2.12  
5.28  

18 年 3 月期 324       11.32  

 
 
 

 (注)①期中平均株式数  18 年 9 月中間期 28,366,413 株   17 年 9 月中間期   28,367,723 株   
18 年 3 月期 28,366,259 株 

    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 
 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 

9,093   
9,097   

3,085   
2,910   

33.9 
32.0 

108.78  
102.60  

18 年 3 月期 8,836   3,111   35.2 109.59  
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期   28,366,149 株  17 年 9 月中間期  28,367,101 株 

18 年 3 月期   28,367,540 株 
   ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期      6,856 株  17 年 9 月中間期   5,904 株 

18 年 3 月期  6,465 株 
 
２．19 年 3月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 11,500 320 280 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   9 円 87 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 
 

１株当たりの配当金（円） 
 中間期末 期 末 年 間 
平成 18 年 3 月期 ― 2.50 2.50 
平成 19 年 3 月期（実績） ― ― 
平成 19 年 3 月期（予想） ― 2.50 

2.50 

 

 
※ 上記の予想は、本資料の発表時現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注

記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  861,360  740,034  976,190  

２ 受取手形  81,830  29,092  44,799  

３ 売掛金  1,546,020  1,660,476  1,370,150  

４ たな卸資産  2,393,426  2,143,180  2,131,762  

５ その他  143,615  95,045  84,324  

流動資産合計  5,026,254 55.2 4,667,829 51.3 4,607,227 52.1 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物 ※２ 517,827  529,832  521,458  

(2) 機械及び装置  1,719,300  1,642,901  1,667,296  

(3) 土地 ※２ 76,310  76,310  76,310  

(4) 建設仮勘定  ─  11,650  630  

(5) その他  149,643  145,786  148,902  

有形固定資産合計  2,463,080 27.1 2,406,481 26.5 2,414,598 27.3 

２ 無形固定資産  14,957 0.2 206,384 2.3 105,270 1.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  837,369  938,878  937,632  

(2) 長期貸付金  13,162  11,132  12,150  

(3) 信託土地 ※２ 709,261  709,261  709,261  

(4) その他  39,771  159,959  56,038  

(5) 貸倒引当金  △6,100  △6,100  △6,100  

投資その他の資産 
合計 

 1,593,464 17.5 1,813,131 19.9 1,708,982 19.4 

固定資産合計  4,071,502 44.8 4,425,997 48.7 4,228,851 47.9 

資産合計  9,097,757 100.0 9,093,826 100.0 8,836,079 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形 ※５ 125,037  101,551  118,974  

２ 買掛金  2,165,313  2,142,669  1,790,347  

３ 短期借入金  1,250,000  600,000  600,000  

４ １年以内に償還予定 
  の社債 

 100,000  200,200  200,200  

５ １年以内に返済予定 
  の長期借入金 ※2.3 1,173,400  506,500  363,200  

６ 未払金  64,946  62,023  51,179  

７ 未払法人税等  12,438  7,151  8,884  

８ 賞与引当金  78,000  77,000  78,000  

９ その他  256,213  220,995  245,741  

流動負債合計  5,225,349 57.4 3,918,090 43.1 3,456,527 39.1 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  100,000  499,700  599,800  

２ 長期借入金  431,500  1,037,500  1,155,000  

３ 繰延税金負債  46,769  26,941  65,280  

４ 退職給付引当金  331,424  360,694  362,467  

５ 環境対策引当金  ―  24,399  ―  

６ その他  52,356  140,737  85,368  

固定負債合計  962,050 10.6 2,089,973 23.0 2,267,917 25.7 

負債合計  6,187,400 68.0 6,008,064 66.1 5,724,444 64.8 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  2,343,871 25.8 ― ― 2,343,871 26.5 

Ⅱ 利益剰余金        

１ 利益準備金  7,500  ―  7,500  

２ 中間(当期)未処分 
  利益 

 618,227  ―  792,687  

利益剰余金合計  625,727 6.9 ― ― 800,187 9.0 

Ⅲ 土地再評価差額金  △126,602 △1.4 ― ― △126,602 △1.4 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 68,171 0.7 ― ― 95,152 1.1 

Ⅴ 自己株式  △810 △0.0 ― ― △973 △0.0 

資本合計  2,910,356 32.0 ― ― 3,111,635 35.2 

負債及び資本合計  9,097,757 100.0 ― ― 8,836,079 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金  ―  2,343,871 25.8 ―  

２ 利益剰余金        

(1) 利益準備金  ―  15,000 0.1 ―  

(2) その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  ―  771,528 8.5 ―  

利益剰余金合計  ―  786,528 8.6 ―  

３ 自己株式  ―  △1,060 △0.0 ―  

株主資本合計  ―  3,129,339 34.4 ―  

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
  評価差額金  ―  39,270 0.4 ―  

２ 繰延ヘッジ損益  ―  43,754 0.5 ―  

３ 土地再評価差額金  ―  △126,602 △1.4 ―  

評価・換算差額等 
合計  ―  △43,577 △0.5 ―  

純資産合計  ―  3,085,762 33.9 ―  

負債純資産合計  ― ― 9,093,826 100.0 ― ―
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  5,590,604 100.0 5,561,074 100.0 11,169,256 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１ 4,723,321 84.5 4,799,401 86.3 9,522,769 85.3 

売上総利益  867,283 15.5 761,672 13.7 1,646,486 14.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 685,367 12.2 652,401 11.7 1,338,489 12.0 

営業利益  181,915 3.3 109,270 2.0 307,997 2.7 

Ⅳ 営業外収益 ※２ 67,905 1.2 29,981 0.5 150,910 1.4 

Ⅴ 営業外費用 ※1.3 71,667 1.3 48,780 0.9 137,126 1.2 

経常利益  178,153 3.2 90,471 1.6 321,782 2.9 

Ⅵ 特別利益 ※４ ―  537 0.0 62,023 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※５ 26,379 0.5 29,251 0.5 57,071 0.5 

税引前中間(当期) 
純利益 

 151,773 2.7 61,757 1.1 326,733 2.9 

法人税、住民税 
及び事業税  2,000 0.0 1,500 0.0 2,500 0.0 

中間(当期)純利益  149,773 2.7 60,257 1.1 324,233 2.9 

前期繰越利益  468,453  ―  468,453  

中間(当期)未処分 
利益 

 618,227  ―  792,687  

        

 



 32

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰

余金 

 
資本金 

利益準備金 

繰越利益剰余
金 

利益剰余金合
計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 7,500 792,687 800,187 △973 3,143,084 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当（注）   △70,916 △70,916  △70,916 

 利益処分による役員賞与（注）   △3,000 △3,000  △3,000 

 利益準備金の繰入（注）  7,500 △7,500 ―  ― 

 中間純利益   60,257 60,257  60,257 

自己株式の取得     △86 △86 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

      

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 7,500 △21,158 △13,658 △86 △13,745 

平成18年９月30日残高(千円) 2,343,871 15,000 771,528 786,528 △1,060 3,129,339 

 

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 

土地再評価 
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) 95,152 ― △126,602 △31,449 3,111,635 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当（注）     △70,916 

 利益処分による役員賞与（注）     △3,000 

 利益準備金の繰入（注）     ― 

 中間純利益     60,257 

自己株式の取得     △86 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △55,882 43,754 ― △12,127 △12,127 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △55,882 43,754 ― △12,127 △25,872 

平成18年９月30日残高(千円) 39,270 43,754 △126,602 △43,577 3,085,762 

（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る。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

  移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

 

同左 

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間決算日前１ヶ月間

の市場価格等の平均に

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)によっております。 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間決算日前１ヶ月間

の市場価格等の平均に

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)によっておりま

す。 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

  決算日前１ヶ月間の市

場価格等の平均に基づ

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)

によっております。 

    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 

 ①商品及び製品 

  総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

  ②未着商品 

  個別法による原価法 

 ②未着商品 

同左 

 ②未着商品 

同左 

  ③仕掛品及び原材料 

  総平均法による原価法 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

  ④貯蔵品 

  最終仕入原価法による

原価法 

 ④貯蔵品 

同左 

 ④貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産－定率法 

 ただし、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

は定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 8年～38年

機械及び装置 9年～13年
 

有形固定資産－定率法 

 ただし、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

は定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 8年～38年

機械及び装置 9年～15年
 

有形固定資産－定率法 

同左 

 無形固定資産－定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

無形固定資産－定額法 

同左 

無形固定資産－定額法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損

失にあてるため一般債

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

を勘案し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員等に対して支

給する賞与の支出にあ

てるため支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき計上して

おります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支給に備えるため、当

社内規に基づく中間期

末要支給額を計上して

おります。 

   なお、提出会社につ

いては、役員退職慰労

金制度を廃止し、平成

17年６月開催の定時株

主総会において、打ち

切り支給が承認された

ことに伴い、役員退職

慰労引当金の全額を取

崩しております。 

― 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労引当金

は、従来、役員の退職

慰労金の支給に備える

ため、当社内規に基づ

く期末要支給額を計上

しておりましたが、平

成17年６月開催の定時

株主総会において、打

ち切り支給が承認され

たことに伴い、役員退

職慰労引当金の全額を

取崩しております。 

  (4) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）廃棄物の適

正な処理の推進に関す

る特別措置法」により

処理が義務付けられて

いるＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当中

間会計期間末における

見積額を計上しており

ます。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、振

当処理の要件を満たす為

替予約については、振当

処理を行っております。

また、特例処理の要件を

満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を行っ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(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） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

商品輸入取引および

借入金に係る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

商品・原材料の輸入

取引および借入に係

る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

商品輸入取引および

借入金に係る利息 

 (3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

の輸入取引に係る為替変

動リスクを回避し、安定

した購入価格を維持する

目的で行っており、実需

の範囲で実施しておりま

す。また、金利スワップ

取引は、借入金の金利変

動リスクを回避する目的

で行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

および原材料の輸入取引

に係る為替変動リスクを

回避し、安定した購入価

格を維持する目的で行っ

ており、実需の範囲で実

施しております。また、

金利スワップ取引は、借

入金の金利変動リスクを

回避する目的で行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます 

(3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

の輸入取引に係る為替変

動リスクを回避し、安定

した購入価格を維持する

目的で行っており、実需

の範囲で実施しておりま

す。また、金利スワップ

取引は、借入金の金利変

動リスクを回避する目的

で行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に

行っております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引について

は、当該取引とヘッジ対

象になる負債又は予定取

引に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ開始

時及びその後も継続し

て、相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動を相

殺することが事前に想定

されるため、有効性の判

定を省略しております。

金利スワップについて

は、「金利スワップの特例

処理」の適用要件を充足

しておりますので、有効

性の判定を省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 消費税等の会計処

理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。なお、仮払消費

税等と仮受消費税等とは相

殺し差額を流動負債(その

他)に含めて表示しており

ます。 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。なお、仮払消費

税等と仮受消費税等とは相

殺し差額を流動負債(その

他)に含めて表示しており

ます。 

税抜方式によっておりま

す。 

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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) 

当事業年度より、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。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「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 企業会計会

計基準第４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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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,042,007千円で

あります。 

当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中

間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

――― 
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注記事項 

 (中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,247,025千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,450,256千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,332,146千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次

のとおりであります。 

建物 517,827千円

土地 76,310千円

信託土地 709,261千円

合計 1,303,398千円

 

上記物件は、１年以内に返

済 予 定 の 長 期 借 入 金

1,000,000千円の担保に供し

ております。 

※２     ――― ※２     ――― 

※３ 財務制限条項 

１年以内に返済予定の長期借

入金10億円については、各年

度の決算期及び中間期末の末

日における貸借対照表上の資

本の部の金額が20億円を下回

らないこととする財務制限条

項が付されております。 

※３     ――― ※３     ――― 

 ４ 受取手形割引高 

1,429,559千円 

 ４ 受取手形割引高 

1,520,731千円 

 ４ 受取手形割引高 

1,435,055千円 

※５     ――― ※５ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当

中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中

間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。 

支払手形 1,922千円
 

※５     ――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 150,025千円 

無形固定資産 1,480千円 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 147,089千円 

無形固定資産 1,150千円 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 311,525千円 

無形固定資産 2,959千円 
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
デリバティブ
評価益 33,689千円 

受取配当金 2,110千円 
土地信託 
配当金 9,050千円 

賃貸収入 6,760千円 
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
デリバティブ
評価益 3,181千円 

受取配当金 3,571千円 
土地信託 
配当金 9,252千円 

賃貸収入 7,080千円 
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
デリバティブ
評価益 52,004千円 

受取配当金 3,731千円 
土地信託 
配当金 18,101千円 

賃貸収入 13,840千円 

保険収入 37,722千円 
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 52,259千円 
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 25,176千円 

手形譲渡損 8,333千円 

売上割引 10,796千円 
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 90,507千円 

手形譲渡損 17,349千円 

売上割引 19,426千円 
 

─── ※４ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産 
売却益 537千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券
売却益 17,067千円

関係会社株式
売却益 44,955千円
 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 16,050千円 

委託契約解約
補償金 9,700千円 
 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 4,781千円 

環境対策費用 24,470千円 
 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 46,167千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,465 391 ― 6,856 
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   391株 

 

(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 
前中間会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
前事業年度末（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 102円60銭

１株当たり中間純利益 5円28銭
 

１株当たり純資産額 108円78銭

１株当たり中間純利益 2円12銭
 

１株当たり純資産額 109円59銭

１株当たり当期純利益 11円32銭
 

(注) １ なお、「潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

２ 算定上の基礎 

  (1) １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間貸借対照表の 
純資産の部の合計額(千円) ─ 3,085,762 ─ 

普通株主に係る 
純資産額（千円）  3,085,762  

普通株式の発行済 
株式数（千株） ─ 28,373 ─ 

普通株式の自己 
株式数(千株) ─ 6 ─ 

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） 

─ 28,366 ─ 

 

 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純利益(千円) 149,773 60,257 324,233 

普通株主に帰属しない 
金額（千円） ─ ― 3,000 

（うち利益処分による 
役員賞与金） (―) (―) (3,000) 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 149,773 60,257 321,233 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 28,367 28,366 28,367 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日) 

該当事項はありません。 

 

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

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

 


