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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 253,800 (  13.6) △687 (  －  ) 1,160 (  93.1)

17年９月中間期 223,348 (   5.7) △1,240 (  －  ) 601 (△60.9)

18年３月期 455,986  △2,518  1,041  

 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 356  (  55.8) 5 69 － －

17年９月中間期 229  (△68.7) 3 88 － －

18年３月期 213  2 99 － －

（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 62,775,915株 17年９月中間期 59,011,908株 18年３月期 60,261,017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 164,936 40,187 24.4 640 20

17年９月中間期 145,647 39,090 26.8 662 46

18年３月期 160,362 40,998 25.6 652 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 62,773,532株 17年９月中間期 59,008,740株 18年３月期 62,777,682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 △666 260 778 5,297

17年９月中間期 △2,627 847 9 4,397

18年３月期 △69 3,397 △4,569 4,924

(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 １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） ３社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 511,600  1,400  300  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） ３円79銭  

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の実績は様々な要因によって異なる結

　果となる可能性があります。

　なお、上記予想については、添付資料の６ページの「経営成績及び財政状態（３）通期の見通し」をご参照下さ

　い。
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１．企業集団の状況

当社の企業集団は、化粧品・日用品・家庭用品・ペット用品等の卸売業を主な事業の内容としております。

当社グループは、当社（株式会社あらた）子会社７社及び関連会社１社により構成されており、化粧品・日用品の卸

売業を主たる業務としております。
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 （注） 子会社はすべて連結子会社であります。

－ 2 －



２．経営方針

(1)　経営の基本方針

当社グループは、「美と健康、清潔で快適な生活」に貢献する事を事業領域とし、流通に携わる小売業及びメー

カーと共同して生活者の価値あるくらし作りに役立つパートナーになることを目指してまいります。

また、流通の専門家集団としての技能・技術を保有し、小売業・メーカー・生活者が必要とする機能をより効率

的、効果的に提供できる総合情報流通サービス業として「より社会に役立つ卸売業」を基本方針として邁進してま

いります。

(2)　利益配分に関する基本方針

当社は、株主様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけており、事業拡大に必要となる投資

資金の確保のための内部留保に努めると同時に、株主様への安定的な配当水準の維持を基本方針としてまいりまし

た。

今後も利益配分に関する基本方針に変更はありませんが、更なる企業価値向上を図り、すべてのステークホル

ダーに満足頂ける企業として成長して行くために、「次世代型卸商社」として流通全体最適化の実現を追及してま

いりたいと考えております。

その実現のために下期より関東地区の物流効率化を図るために埼玉県に新物流センターの建築を開始し、また中

部地区など他エリアおいても物流拠点の再構築を推進する予定でおります。また、11月15日に「店頭マーケティン

グ専門会社 株式会社電通リテールマーケティング　設立について」の開示を行っておりますが、株式会社電通の

子会社である株式会社電通テック、日本電気株式会社及び大日本印刷株式会社と共同で新会社を設立し、店頭を起

点とした「売れるマーケティング」戦略を展開してまいります。

このように今後は営業・物流戦略に対して積極的な投資を行っていくとともに、当社の基幹システムである「ジェ

ネシス」の全支店導入並びに子会社への導入を行い、システム標準化に向けた投資も予定しているため、中長期的

に内部留保の充実を図る必要があると考えております。

以上の理由により前期までの配当の12円（平成14年合併記念配当２円を含む）を10円とし、内部留保の充実に努

めてまいります。

尚今後につきましては、中長期的な視点から業績、配当性向、企業体質の強化、及び今後の事業拡大に必要とな

る内部留保の充実などを勘案し、継続的に配当を実施していく予定をしております。

　株主の皆様のご理解を賜りますようよろしくお願いたします。

(3)　投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針

投資単位の引下げにより個人投資者層の市場参加を促すことが、これまで以上に証券市場にとって重要な課題と

なっていること、会社法によって自由かつ機動的に投資単位の引下げを行うことが可能となったこと等を踏まえ、

当社にとっても株主増及び株式流動化を図るためにも、投資単位の引下げの検討が必要であると考えおりますが、

具体的な時期は決定しておりません。

今後につきましては、当社の株価の推移も勘案しながら、株券不発行導入時期を目途に投資単位の引下げの実施

を検討してまいる所存であります。

(4)　目標とする経営指標

当社グループは、平成18年３月期を始期とする中期経営計画において、平成20年３月期の連結売上520,000百万

円、連結経常利益9,000百万円の達成を目指しておりますが、平成18年10月１日の株式会社シスコとの合併にとも

ない、新中期経営計画を検討中であります。よって「目標とする経営指標」及び「中期的な会社の戦略」につきま

しては、現時点における内容を記載しておりますので、新中期経営計画が完成しだい速やかに発表する予定でおり

ます。

(5)　中期的な会社の戦略

中期経営計画の基本方針は、①高い企業倫理（ビジネス倫理）、②高い消費者志向、③高い技術革新であります。

具体的には適時情報開示を行い、消費者に満足してもらえる商品やサービスを提供し、営業・物流・管理部門のＩ

Ｔ化を進め、流通における技術革新を行うことを基本方針としております。

また、中期経営計画の基本戦略として、「卸機能を強化し財務体質の向上を図る」ことを目指し、以下の個別戦

略を実施することにより、目標を達成してまいります。
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①関東・関西地区に経営資源を投下することにより、売上の拡大を実現いたします。

②「化粧品」「トイレタリー」「家庭用品」「家庭紙」「ペット用品」の５大カテゴリーの専門性を高め、小売

業様へ的確なサービスを提供することにより、売上の拡大を実現いたします。

③会員制ホームページ「e－Ａrata」の推進により、小売業様の店頭活性化を実現いたします。

④新統合システムによる全国流通情報ネットワークを構築する事により、ローコストな業務体制及び小売業様へ

のサービスレベルの向上を実現いたします。

⑤戦略的な新物流システムの構築により、高品質なサービスを全国均一でローコストに提供いたします。

⑥支社・支店業務を標準化・統一化・集約化する事により、業務のローコスト化を実現いたします。

⑦商品在庫の回転率を上げることにより、キャッシュ・フローの向上を実現いたします。

⑧効率的な資金運用により、資産を圧縮し、キャッシュ・フローの向上を実現いたします。

(6)　会社の対処すべき課題

当社グループが総合卸売業としての機能を構築する為の課題は、以下の４点に集約できると考えております。

①業務統一（システム統一）

②間接部門集約によるコスト削減

③高精度・ローコストな物流体制構築

④資産圧縮による財務体質強化

(7)　関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

該当事項はありません。

(8)　経営上の重要な契約

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

 
売上高

（百万円）

経常利益

（百万円）

中間（当期）純利益

（百万円）

１株当たり中間（当期）純利益

（円）

平成18年３月期 455,986 1,041 213 2.99

平成17年９月中間期 223,348 601 229 3.88

平成18年９月中間期 253,800 1,160 356 5.69

伸長率 13.6 93.1 55.8 －

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による不安材料は若干残るものの、企業業績の向上

による設備投資の拡大と輸出の好調により、雇用情勢も改善の兆しが見られ、景気は穏やかな回復傾向にあります。

しかしながら、定率減税の縮減、年金保険料の引上げ等により将来に対する不安は払拭されず、依然として先行き

の不透明感はまだ続くことが予想されます。

このような環境下において当社グループが属する化粧品・日用品業界の販売高は若干の持ち直しが見られるもの

の、依然として商品の低価格傾向は改善されず、先行き不透明な経営環境が続いているため、販売高が伸び悩んで

おります。

こうした中、当社グループは企業価値の向上を図るために、４月に子会社の株式会社九州シーエルシーと合併し

九州地区における物流の再構築を行い、子会社の株式会社ケイ・アイ・ケイ及び株式会社ウインズを解散し、その

機能を本体に集約することにより生産性の向上と経費削減を行ってまいりました。また、各支社の拠点統廃合を行

い、業務の効率化にも努めてまいりました。

一方販売面では、ノンフードの品揃えを強化していくために、「化粧品・トイレタリー・家庭紙・家庭用品・

ペット用品の５大カテゴリーの充実」を目指し、全国に同一の品質・ローコストでお届けする体制を整えるととも

に、「次世代型卸商社」として流通全体最適化の実現を追及し、「地域密着型全国ネット」を推し進めるために、

８月に関西地区の化粧品・日用品卸商社株式会社シスコと10月１日を期日として合併契約書を締結し、関西地区の

売上拡大を図ることとしました。

また、関係会社と有機的に連携し、フルラインの品揃えから店頭支援に至るまで、グループ企業のシナジー効果

とカテゴリー軸の提案強化にも力を注ぎ業績の拡大に努めてまいりました。

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は253,800百万円（前期比13.6％増）、営業損失687百万円（前

中間連結会計期間の営業損失は1,240百万円）、経常利益は1,160百万円（前期比93.1％増）、当中間純利益は356

百万円（前期比55.8％増）となりました。

(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、税金等調整前中間純利益を

1,229百万円計上しましたが、中間連結会計期間末が金融機関の休日による売上債権の一部が当下期に回収となっ

たことで、営業活動によるキャッシュ・フローが減少しました。しかし、遊休資産の売却を積極的に進め、投資活

動によるキャッシュ・フローが増加した結果、当中間会計期間末の資金は、5,297百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の減少は666百万円であります。これは税金等調整前中間純利益が1,229百万円となりました

が、当中間連結会計期間末が金融機関の休日による売上債権の一部が当下期に回収となったことで8,569百万円増

加しましたが、売掛債権流動化により2,300百万円の収入並びに棚卸資産の回転率向上による圧縮が1,279百万円と

なっております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の増加は260百万円であります。固定資産の取得による支出は952百万円でありますが、遊休

資産の売却により1,012百万円の収入が主な要因となっております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は778百万円であります。使用資金の主なものは長期借入金の返済による支出が3,582

百万円であり、増加資金の主なものは中間連結会計期間末が金融機関の休日による売掛債権の一部が当下期に回収

となったことで、短期借入収入2,134百万円並びに長期借入による収入が3,000百万円であります。

キッシュ・フロー指標のトレンドは次のページのとおりであります。 
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  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

  中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率 （％） 26.8 27.2 26.8 25.6 24.4

時価ベースの株主資本比率 （％） 20.4 21.1 21.1 18.0 14.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ  
 － － － － －

※
平成17年３月期、平成18年３月期及び平成19年３月期中間の営業キャッシュ・フローがマイナスのため、イ

ンタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。

※ 債務償還年数については、中間期は記載を省略しております。

  

（注） 株主資本比率：株主資本／総資産

 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

 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、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算

出しております。

※
営業キャッシュ・フローは、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。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

(3)　通期の見通し

下半期におけるわが国経済は、設備投資の増加及び輸出の拡大などによる景気の回復は見込まれますが、定率減

税の縮減、年金保険料の引上げ及び原油価格の高騰などによる家計の税負担が増加することによる個人消費の伸び

悩みも懸念されます。

当社グループが属する化粧品・日用品業界におきましては、依然として商品の低価格傾向は改善されず、業績の

大きな回復は見込めない状況であります。

このような環境下において当社グループといたしましては、平成18年10月１日付けで関西地区の化粧品・日用品

卸売商社である株式会社シスコと合併し、関西地区の売上の充実を図り、業績の拡大に邁進する所存であります。

以上の結果、平成19年３月期の連結業績につきましては、売上高511,600百万円（前期比12.2％増）、経常利益

1,400百万円（前期比34.4％増）、当期純利益300百万円（前期比40.5％増）を見込んでおります。
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(4)　事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状態等に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、以下のようなもの

があります。なお文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において当社グループとして判断した

ものであります。

　　　① 当社グループの収益構造について

当社グループが属する化粧品・日用品の卸売業界におきましては業界特有の商慣行として、仕入割引が上げら

れます。仕入割引については現金割引制度でありますが、当業界特有の取引慣行で、経常利益の大部分がこの仕

入割引となっております。現在、この仕入割引制度は徐々に見直しが行われておりますが、取引制度の見直しを

機に取引条件に変更が生じた場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

　　　② 当社グループを取り巻く環境

わが国の化粧品・日用品卸売業界の役割は、メーカーと小売業の中間に位置する立場を最大限に活用した情報

収集とその情報を物流とリンクさせた企業活動が大きなものであります。最近の小売業界では大手量販店や外資

系の小売業において商品の仕入をメーカーから直接行おうという動きがあります。現在の状況は商品の仕分け、

搬送及び在庫管理においては卸売業で行うほうがローコストに行えておりますが、一部の小売業においては卸売

業自体を傘下にいれ、仕入から販売まで同一グループで行うことも行われております。こうした中、当社グルー

プは物流のローコスト化及び情報の有効活用による高機能のロジスティクス戦略を展開しておりますが、同様の

機能を小売業または運送業者等の第三者が強化してきた場合、当社グループの営業成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　　　③ 大規模災害被災

当社グループは東北、関東、中部、九州に大規模物流センターがありますが、これらの地区に大規模な災害が

発生した場合、当社グループの物流機能が麻痺し、商品供給が滞る可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

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 4,397 5,695 5,338

２　受取手形及び売掛
金

※４.５ 61,014 71,657 65,387

３　たな卸資産 20,583 22,870 24,149

４　未収入金 ※５ 8,644 11,107 10,314

５　繰延税金資産 864 940 618

６　その他 933 976 1,122

貸倒引当金 △150 △109 △202

流動資産合計 96,287 66.1 113,138 68.6 106,729 66.6

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 14,105 14,455 14,926

(2）機械装置及び運
搬具

194 141 157

(3）什器備品 1,913 1,749 1,791

(4）土地 ※２ 21,707 21,760 22,106

(5）建設仮勘定 74 0 28

有形固定資産合計 37,995 26.1 38,107 23.1 39,010 24.3

２　無形固定資産

(1) ソフトウェア 876 1,793 1,589

(2）連結調整勘定 887 － 2,150

(3）のれん － 1,944 －

(4）その他 1,083 379 553

無形固定資産合計 2,847 2.0 4,118 2.5 4,292 2.7

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 4,578 5,042 5,709

(2）破産更生債権等 306 329 336

(3）長期差入保証金 707 686 680

(4）繰延税金資産 1,427 1,537 1,542

(5）その他  1,823 2,316 2,415

貸倒引当金 △326 △340 △354

投資その他の資産
合計

8,517 5.8 9,572 5.8 10,330 6.4

固定資産合計 49,360 33.9 51,798 31.4 53,632 33.4

資産合計 145,647 100.0 164,936 100.0 160,362 100.0
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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

※２.４ 32,724 45,352 43,879

２　短期借入金 ※２ 48,714 47,194 46,325

３　未払金  3,802 4,807 4,472

４　未払費用 977 1,606 1,311

５　未払法人税等 681 1,071 396

６　賞与引当金 1,686 1,768 1,145

７　その他 987 1,858 1,188

流動負債合計 89,574 61.5 103,658 62.8 98,720 61.5

Ⅱ　固定負債

１　社債 324 380 492

２　長期借入金 ※２ 8,438 11,425 10,743

３　繰延税金負債 1,488 1,457 1,515

４　退職給付引当金 5,910 6,356 6,372

５　役員退職慰労引当
金

58 688 686

６　連結調整勘定 264 － 231

７　負ののれん  － 195 －

８　その他  498 585 603

固定負債合計 16,982 11.7 21,089 12.8 20,644 12.9

負債合計 106,556 73.2 124,748 75.6 119,364 74.4
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,000 3.4 － － 5,000 3.1

Ⅱ　資本剰余金 14,687 10.1 － － 16,449 10.3

Ⅲ　利益剰余金 18,493 12.7 － － 18,482 11.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

967 0.6 － － 1,128 0.7

Ⅴ　自己株式 △57 △0.0 － － △62 △0.0

資本合計 39,090 26.8 － － 40,998 25.6

負債及び資本合計 145,647 100.0 － － 160,362 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金 － － 5,000 3.0 － －

２　資本剰余金 － － 16,449 10.0 － －

３　利益剰余金 － － 18,052 10.9 － －

４　自己株式 － － △63 △0.0 － －

株主資本合計 － － 39,438 23.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評
価差額金

－ － 749 0.5 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 749 0.5 － －

純資産合計 － － 40,187 24.4 － －

負債純資産合計 － － 164,936 100.0 － －
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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 223,348 100.0 253,800 100.0 455,986 100.0

Ⅱ　売上原価 197,741 88.5 222,114 87.5 401,536 88.1

売上総利益 25,606 11.5 31,685 12.5 54,449 11.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 26,847 12.1 32,373 12.8 56,968 12.5

営業損失 1,240 △0.6 687 △0.3 2,518 △0.6

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 5 6 11

２　受取配当金 37 38 61

３　仕入割引 1,883 1,924 3,781

４　連結調整勘定償却
額

32 － 65

５　負ののれん償却額 － 32 －

６　その他 180 2,140 1.0 225 2,227 0.9 288 4,209 0.9

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 229 288 485

２　売上割引 64 82 135

３　その他 5 298 0.1 9 379 0.1 28 649 0.1

経常利益 601 0.3 1,160 0.5 1,041 0.2

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※２ 6 517 50

２　投資有価証券売却
益

619 83 976

３　貸倒引当金戻入益 122 72 72

４　その他　 25 773 0.3 14 687 0.3 92 1,192 0.3

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※３ 207 192 354

２　固定資産除却損 ※４ 54 47 138

３　投資有価証券売却
損 

 2 － 2

４　投資有価証券評価
損

3 2 28

５　退職給付引当金繰
入額

92 － 106

６　従業員臨時退職金 310 194 474

７　合併関連費用 0 － －

８　減損損失 ※５ 370 50 370

９　その他 15 1,058 0.5 130 619 0.3 72 1,547 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益 316 0.1 1,229 0.5 685 0.2

法人税、住民税及
び事業税

558 986 600

法人税等調整額 △470 87 0.0 △114 872 0.4 △127 472 0.1

中間（当期）純利
益

229 0.1 356 0.1 213 0.0
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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）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 14,687 14,687

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　新規子会社取得によ
る増加

－ － 1,761 1,761

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

14,687 16,449

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 18,997 18,997

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 229 229 213 213

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 712 708

２　役員賞与 18  18  

３　決算期が異なる子会
社合併に伴う減少高

2 732 2 728

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

18,493 18,482
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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）

 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）

5,000 16,449 18,482 △62 39,869

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当　　　　　（注）   △753  △753

利益処分による役員賞与（注）   △33  △33

中間純利益   356  356

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計　
　　　　　　　 　　　（百万円)

  △429 △1 △431

平成18年９月30日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

5,000 16,449 18,052 △63 39,438

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,128 1,128 40,998

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当　　　　　（注）   △753

利益処分による役員賞与（注）   △33

中間純利益   356

自己株式の取得   △1

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）

△379 △379 △379

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△379 △379 △810

平成18年９月30日　残高
（百万円）

749 749 40,187

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

　  至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　  至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

 　 至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 316 1,229 685

減価償却費 913 984 1,931

減損損失 370 50 370

連結調整勘定償却額 77 － 254

のれん償却額 － 228 －

賞与引当金増減額（減少：△） 630 622 22

貸倒引当金増減額（減少：△） △158 △99 △151

退職給付引当金増減額（減少：△） 67 △16 218

役員退職慰労引当金増減額

（減少：△）
△33 2 0

受取利息及び受取配当金 △43 △45 △73

支払利息 229 288 485

固定資産売却益 △6 △517 △50

固定資産売却損 207 192 354

固定資産除却損 54 47 138

投資有価証券売却益 △619 △83 △976

投資有価証券売却損 2 － 2

投資有価証券評価損 3 2 28

会員権評価損 8 － 6

売上債権の増減額（増加：△） △3,652 △8,569 200

売上債権譲渡による収入 － 2,300 －

たな卸資産の増減額（増加：△） △9 1,279 △1,395

仕入債務の増減額（減少：△） △773 1,767 △1,414

その他営業資産の増減額（増加：△） △771 △986 △280

その他営業負債の増減額（減少：△） 176 931 98

役員賞与の支払額 △18 △33 △18

その他 520 219 306

小計 △2,508 △202 743

利息及び配当金の受取額 35 41 57

利息の支払額 △246 △259 △504

法人税等の支払額 92 △245 △366

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,627 △666 △69
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

　  至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　  至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

 　 至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △31 △13

定期預金減少による収入 264 47 370

有形固定資産の取得による支出 △301 △562 △566

有形固定資産の除却による支出 － △28 △6

有形固定資産の売却による収入 165 1,012 460

無形固定資産の取得による支出 △498 △390 △929

投資有価証券の取得による支出 △50 △67 △105

投資有価証券の売却による収入 1,196 185 1,811

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による収入
 ※２ 15 － 2,192

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出
 △11 － △11

貸付けによる支出 △20 △21 △43

貸付金の回収による収入 15 10 50

その他 73 107 189

投資活動によるキャッシュ・フロー 847 260 3,397

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（減少:△） △1,810 2,134 △7,080

長期借入れによる収入 4,600 3,000 7,600

長期借入金の返済による支出 △1,845 △3,582 △3,908

社債の償還による支出 △222 △22 △464

自己株式の取得による支出 △3 △1 △7

配当金の支払額 △709 △749 △709

財務活動によるキャッシュ・フロー 9 778 △4,569

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少:△） △1,769 373 △1,242

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 6,723 4,924 6,723

Ⅵ　決算期の異なる子会社合併に伴う現金及び

現金同等物の増減額（減少:△）

 

△556 － △556

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高
 ※１ 4,397 5,297 4,924

－ 15 －



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

    連結子会社の数　８社

１．連結の範囲に関する事項

    連結子会社の数　７社

１．連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の数　10社

会社名

株式会社ファッションあらた

ダイヤモンド化学株式会社

流通ネット株式会社

株式会社九州シーエルシー

株式会社ウインズ

株式会社ケー・シー・エス

株式会社ケイ・アイ・ケイ

株式会社シャトル 

 

 

会社名

株式会社ファッションあらた

ダイヤモンド化学株式会社

流通ネット株式会社

株式会社ケー・シー・エス

ジャペル株式会社

株式会社バンビ

ジャペルパートナーシップサービス

株式会社

 

 

会社名

株式会社ファッションあらた

ダイヤモンド化学株式会社

流通ネット株式会社

株式会社九州シーエルシー

株式会社ウインズ

株式会社ケー・シー・エス

株式会社ケイ・アイ・ケイ

ジャペル株式会社

株式会社バンビ

ジャペルパートナーシップサービス

株式会社

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社木曾清及び株式会社木

曾清サービスは、平成17年４月１日付け

で当社と合併したため、連結の範囲から

除いております。

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社テクノカネカは、平成

17年９月30日付けで当社と合併したため

連結の範囲から除いております。

前連結会計年度において持分法を適

用しておりました株式会社シャトルは、

平成17年６月30日付けで株式を追加取得

したことにより、議決権の割合が80％に

なったため、連結の範囲に含めておりま

す。

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社九州シーエルシーは、

平成18年４月１日付けで当社と合併した

ため、連結の範囲から除いております。

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社ウインズ及び株式会社

ケイ・アイ・ケイは、当中間連結会計期

間中において清算したため連結の範囲か

ら除いております。

上記のうち、ジャペル株式会社につ

いては当連結会計年度の平成17年12月１

日付けで株式交換により当社の子会社と

なったため、連結の範囲に含めておりま

す。

ジャペル株式会社の子会社でありま

す株式会社バンビ及びジャペルパート

ナーシップサービス株式会社も連結の範

囲に含めております。

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社木曾清及び株式会社木

曾清サービスは、当連結会計年度の平成

17年４月１日付けで当社と合併したため、

連結の範囲から除いております。

前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社テクノカネカは、平成

17年９月30日付けで当社と合併したため、

連結の範囲から除いております。 

前連結会計年度において持分法を適

用しておりました株式会社シャトルは、

平成17年６月30日付けで株式を追加取得

したことにより、議決権の割合が80％に

なったため、連結の範囲に含めておりま

したが、平成18年３月31日付けで全株式

を譲渡したため、連結の範囲から除いて

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）

２．持分法の適用に関する事項

(1)  持分法適用の非連結子会社数　－社

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

(1)  持分法適用の非連結子会社数　－社

前連結会計年度において持分法適用

の非連結子会社であった株式会社ドルフ

は、平成17年４月１日付けで当社と合併

したため、持分法適用の非連結子会社よ

り除いております。

 前連結会計年度において持分法適用

非連結子会社であった株式会社ドルフは、

平成17年４月１日付けで当社と合併した

ため、持分法適用の非連結子会社より除

いております。

(2)  持分法適用の関連会社数　－社 (2)  持分法適用の関連会社数　１社 (2)  持分法適用の関連会社数　１社

　 　　　─────────── 会社名

株式会社ペットフォレストアカデミー

会社名

株式会社ペットフォレストアカデミー

前連結会計年度において持分法を適

用しておりました株式会社シャトルは、

平成17年６月30日付けで株式を追加取得

したことにより、議決権の割合が80％と

なったため、持分法の適用範囲から除き

連結の範囲に含めております。

前連結会計年度において持分法を適

用しておりました株式会社シャトルは、

平成17年６月30日付けで株式を追加取得

したことにより、議決権の割合が80％に

なったため、連結の範囲に含めておりま

したが、平成18年３月31日付けで全株式

を譲渡したため、連結の範囲から除いて

おります。

株式会社ペットフォレストアカデミーは

ジャペル株式会社が子会社になったこと

に伴い、当連結会計年度より持分法の適

用範囲に含めております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社ケー・シー・エス及び株式会社

ケイ・アイ・ケイの中間決算日は７月31日

でありますが、中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同決算日現在の財務諸表を使

用しており、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調整

を行っております。

株式会社ケー・シー・エスの中間決算日

は７月31日でありますが、中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しており、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。

株式会社ケー・シー・エス及び株式会社

ケイ・アイ・ケイの決算日は１月31日であ

りますが、当連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同決算日現在の財務諸表を使用して

おり、当連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整を行って

おります。

         ───────────           ─────────── ４．資本連結手続に関する事項

当社は、ジャペル株式会社を株式交換制

度を利用して完全子会社としており、企業

結合に関する資本連結手続はパーチェス法

を適用しております。

なお、パーチェス法については、日本公

認会計士協会会計制度委員会研究報告第６

号において、取得会社が取得日から被取得

会社の経営成績を連結損益計算書に取り込

み、また、資産・負債を取得日現在の公正

な評価額で連結貸借対照表に計上し、被取

得会社の純資産と投資原価が相違する場合

にはその差額を連結調整勘定として連結貸

借対照表に計上する方法であるとされてお

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）

５．会計処理基準に関する事項

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

５．会計処理基準に関する事項

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

───────────

５．会計処理基準に関する事項

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によってお

ります。

償却原価法（定額法）によってお

ります。

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

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

動平均法により算定）を採用して

おります。

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定）を採用し

ております。

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）を採用しており

ます。

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

同左 同左

② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ

時価法 同左 同左

③ たな卸資産

商品

③ たな卸資産

商品

③ たな卸資産

商品

主として移動平均法による原価法

を採用しております。

同左 同左

貯蔵品 ─────────── 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

同左

建物及び構築物　　３年～47年

什器備品　　　　　２年～20年

 

建物及び構築物　　２年～47年

什器備品　　　　　２年～20年

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、のれんは５

年、自社利用のソフトウェアは社内に

おける利用可能期間（５年）によって

おります。

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

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）

(ハ）重要な引当金の計算基準

① 貸倒引当金

(ハ）重要な引当金の計算基準

① 貸倒引当金

(ハ）重要な引当金の計算基準

① 貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒による損失に備

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。

同左 同左

② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払

に備えるため、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。

同左 従業員に対して支給する賞与の支払

に備えるため、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 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。

なお、会計基準変更時差異について

は、発生した期から５年間で特別損失

の退職給付引当金繰入額として計上し

ております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５年～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

過去勤務債務は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法で按分した

額を発生した連結会計年度から費用処

理しております。 

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。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５年～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

過去勤務債務は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法で按分した

額を発生した連結会計年度から費用処

理しております。 

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。

なお、会計基準変更時差異について

は、発生した期から５年間で特別損失

の退職給付引当金繰入額として計上し

ております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（５年～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

過去勤務債務は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法で按分した

額を発生した連結会計年度から費用処

理しております。 

（追加情報） 

連結子会社であった株式会社木曾清

及び株式会社木曾清サービスの退職給

付引当金は、簡便法により算定されて

おりましたが、当社との合併に伴い原

則法により再算定しております。

この結果、簡便法と原則法の差額72

百万円を特別損失の退職給付引当金繰

入額として計上しております。

　 　　　─────────── （追加情報） 

連結子会社であった株式会社木曾清

及び株式会社木曾清サービスの退職給

付引当金は、簡便法により算定されて

おりましたが、当社との合併に伴い原

則法により再算定しております。

この結果、簡便法と原則法の差額72

百万円を特別損失の退職給付引当金繰

入額として計上しております。
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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）

④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規による中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

同左 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規による連結会計年度末要支給

額を計上しております。

　　─────────── (ニ）重要な外貨建ての資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

(ニ）重要な外貨建て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。

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。

(ホ）重要なリース取引の処理方法 (ホ）重要なリース取引の処理方法 (ホ）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

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

また、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。

同左 同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金

同左 同左

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 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、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。

同左 同左

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 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・

フロー変動の累計を比較し、その変動

額の比率によって有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては有効性の評

価を省略しております。

同左 同左

(ト）その他の中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

(ト）その他の中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

(ト）その他の連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。 同左 同左

６．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

６．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

６．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

なっております。

同左 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っ

ております。
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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） 　 　　　─────────── （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「固定資産の減損会計に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中間純

利益は370百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しております。

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

「固定資産の減損会計に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純利

益は370百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改

正後の連結財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

　 　　　─────────── （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。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は40,187百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則改正に伴い、

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。

　 　　　─────────── （企業結合に係る会計基準等） 　 　　　───────────

 

 

当中間連結会計期間より「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。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

　 　　　　　　─────────── （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、「のれん」または「負ののれん」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、「負のの

れん償却額」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

償却額」と表示しております。
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（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．有形固定資産の減価

償却累計額
22,711百万円

※１．有形固定資産の減価

償却累計額
24,261百万円

※１．有形固定資産の減価

償却累計額
24,305百万円

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産

建物及び構築物 5,208百万円

土地 9,310百万円

投資有価証券 538百万円

合計 15,057百万円

建物及び構築物 5,635百万円

土地 9,621百万円

投資有価証券 718百万円

合計 15,974百万円

建物及び構築物 5,919百万円

土地 9,793百万円

投資有価証券 827百万円

合計 16,540百万円

(2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務

支払手形及び買掛金 2,652百万円

短期借入金 5,682百万円

長期借入金 6,568百万円

合計 14,904百万円

支払手形及び買掛金 8,144百万円

短期借入金 6,069百万円

長期借入金 6,790百万円

合計 21,003百万円

支払手形及び買掛金 7,784百万円

短期借入金 1,650百万円

長期借入金 10,648百万円

合計 20,083百万円

　　　　　───────────   ３．受取手形割引高 756百万円   ３．受取手形割引高 717百万円

　　　　─────────── ※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

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、以下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 1,204百万円

支払手形 707百万円

また、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、期末日に期

日の到来する期日売掛金の一部が翌営業

日に決済されております。以下の期日売

掛金が売掛金期末日残高に含まれており

ます。

売掛金 5,386百万円

　　　   ───────────

　　　　─────────── ※５．当中間連結会計期間より、売掛債権の

流動化を行っております。当中間連結会

計期間末の金額は以下のとおりでありま

す。

売掛金譲渡金額 2,995百万円

債権譲渡に係る未

収入金

695百万円

　　　　　───────────
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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

　主要な費目及び金額は下記のとおりで

あります。

※１．販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は下記のとおりで

あります。

※１．販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は下記のとおりで

あります。

荷造包装運搬費 9,197百万円

給与手当 6,910百万円

賞与引当金繰入額 1,685百万円

退職給付費用 612百万円

役員退職慰労引当金繰入

額
44百万円

減価償却費 823百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

荷造包装運搬費 12,407百万円

給与手当 7,951百万円

賞与引当金繰入額 1,757百万円

退職給付費用 471百万円

役員退職慰労引当金繰入

額
38百万円

減価償却費 936百万円

貸倒引当金繰入額 20百万円

荷造包装運搬費 20,290百万円

給与手当 14,422百万円

賞与引当金繰入額 1,145百万円

退職給付費用 1,244百万円

役員退職慰労引当金繰入

額
62百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

賃借料 3,727百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 5百万円

計 6百万円

建物及び構築物 33百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 482百万円

計 517百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

土地 47百万円

計 50百万円

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 77百万円

土地 128百万円

その他 0百万円

計 207百万円

建物及び構築物 124百万円

土地 67百万円

その他 0百万円

計 192百万円

建物及び構築物 137百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

土地 213百万円

その他 0百万円

計 354百万円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 9百万円

什器備品 30百万円

ソフトウェア 9百万円

その他 3百万円

計 54百万円

建物及び構築物 25百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

什器備品 5百万円

ソフトウェア 7百万円

その他 6百万円

計 47百万円

建物及び構築物 55百万円

機械装置及び運搬具 6百万円

什器備品 51百万円

ソフトウェア 22百万円

その他 2百万円

計 138百万円
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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）

※５．減損損失

 (1) 減損損失を認識した資産グループ

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

   （百万円）

 福岡県

 直方市
 遊休資産

 土地及び

 建物等
80

 徳島県

 阿南市
 遊休資産

 土地及び

 建物等
289

 ※５．減損会計 

 (1) 減損損失を認識した資産グループ

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

   （百万円）

 宮城県

 名取市
 遊休資産  土地 0

 愛知県

 名古屋市

ペットスクー

ル事業

 土地及び

 建物等
49

※５．減損会計 

 (1) 減損損失を認識した資産グループ

当連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

   （百万円）

 福岡県

 直方市
 遊休資産

 土地及び

 建物等
80

 徳島県

 阿南市
 遊休資産

 土地及び

 建物等
289

 (2) 資産のグルーピングの方法

管理会計上の事業区分に基づく支店単

位をキャッシュ・フローを生み出す最小

単位としております。ただし、遊休資産

等は、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

 (2) 資産のグルーピングの方法

管理会計上の事業区分に基づく支店単

位及び事業部単位を、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位としております。た

だし、遊休資産等は、個別の資産グルー

プとして取り扱っております。

 (2) 資産のグルーピングの方法

管理会計上の事業区分に基づく支店単

位をキャッシュ・フローを生み出す最小

単位としております。ただし、遊休資産

等は、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

 (3) 減損損失の認識に至った経緯

事業の用に供していない遊休資産のう

ち、市場価格が帳簿価額に対して著しく

下落した資産について減損損失を認識し

ております。

 (3) 減損損失の認識に至った経緯

事業部単位における、ペットスクール

事業部は、競争激化により生徒数が減少

し売上が低下したことにより、同事業部

の資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失を認識しており

ます。

また、事業の用に供していない遊休資

産のうち、市場価格が帳簿価額に対して

著しく下落した資産について減損損失を

認識しております。

 (3) 減損損失の認識に至った経緯

事業の用に供していない遊休資産のう

ち、市場価格が帳簿価額に対して著しく

下落した資産について減損損失を認識し

ております。

 (4) 回収可能価額の算定

遊休資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定士よ

り入手した鑑定評価額により評価してお

ります。

 (4) 回収可能価額の算定

ペットスクール事業部及び遊休資産の

回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、路線価等に基づき合理的な価

額により評価しております。

 (4) 回収可能価額の算定

遊休資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定士よ

り入手した鑑定評価額により評価してお

ります。

 (5) その他

福岡県直方市の遊休資産の中間連結財

務諸表と中間財務諸表の減損損失計上額

の差異48百万円は、平成14年４月に株式

移転により共同持株会社を設立した際の、

パーチェス法を適用したことによる資産

評価との差額であります。

　───────────  (5) その他

福岡県直方市の遊休資産の連結財務諸

表と財務諸表の減損損失計上額の差異48

百万円は、平成14年４月に株式移転によ

り共同持株会社を設立した際の、パーチェ

ス法を適用したことによる資産評価との

差額であります。
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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　 62,911,284 － － 62,911,284

合計 62,911,284 － － 62,911,284

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 133,602 4,150 － 137,752

合計 133,602 4,150 － 137,752

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,150株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

  ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　 該当事項はありません。

  ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 753 12  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

 　　   　該当事項はありません。
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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

※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

※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

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

現金及び預金勘定 4,397百万円

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 －百万円

現金及び現金同等物 4,397百万円

現金及び預金勘定 5,695百万円

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 △398百万円

現金及び現金同等物 5,297百万円

現金及び預金勘定 5,338百万円

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 △414百万円

現金及び現金同等物 4,924百万円

 ───────────  ─────────── ※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担の主な内訳

　株式の取得により新たに株式会社シャト

ル、ジャペル株式会社、株式会社バンビ、

ジャペルパートナーシップサービス株式会

社の４社が連結子会社となったことに伴い、

現金及び現金同等物2,192百万円を「連結

範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入」として表示しております。

　連結子会社となった株式会社シャトルの

平成17年３月31日及びジャペル株式会社、

株式会社バンビ及びジャペルパートナー

シップサービス株式会社の平成17年11月30

日現在の資産・負債合計の主な内訳は次の

とおりであります。

流動資産 15,233百万円

固定資産 4,825百万円

資産合計 20,049百万円

流動負債 16,048百万円

固定負債 2,917百万円

負債合計 18,965百万円
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（リース取引）

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）

（借主側）

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

(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

（借主側）

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

(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

（借主側）

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

(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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

104 52 51

什器備品 4,192 2,315 1,877

ソフトウエア 471 227 243

合計 4,768 2,595 2,172

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

42 28 13

什器備品 3,357 1,646 1,711

ソフトウエア 350 190 159

合計 3,750 1,865 1,884

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

42 24 18

什器備品 3,803 1,808 1,995

ソフトウエア 673 323 349

合計 4,519 2,156 2,363

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 618百万円

１年超 1,663百万円

合計 2,282百万円

１年内 571百万円

１年超 1,478百万円

合計 2,050百万円

１年内 700百万円

１年超 1,800百万円

合計 2,500百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 397百万円

減価償却費相当額 353百万円

支払利息相当額 37百万円

支払リース料 382百万円

減価償却費相当額 346百万円

支払利息相当額 33百万円

支払リース料 850百万円

減価償却費相当額 757百万円

支払利息相当額 75百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 11百万円

１年超 42百万円

合計 54百万円

１年内 15百万円

１年超 52百万円

合計 68百万円

１年内 14百万円

１年超 48百万円

合計 62百万円
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（有価証券）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,679 4,232 1,553

(2）債券

国債・地方債等 9 10 0

(3）その他 － － －

合計 2,688 4,243 1,554

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 101

優先出資証券 200

投資事業有限責任組合契約 33

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

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 3,429 4,662 1,232

(2）債券

国債・地方債等 9 10 0

(3）その他 － － －

合計 3,439 4,672 1,233

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 127

優先出資証券 200

投資事業有限責任組合契約 42
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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

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 3,466 5,337 1,871

(2）債券

国債・地方債等 9 10 0

(3）その他 － － －

合計 3,476 5,347 1,871

（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」についての減損処理はありません。

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

い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、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

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

社債 －

(2）その他有価証券

非上場株式 133

優先出資証券 200

投資事業有限責任組合契約 28
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（デリバティブ関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

当社グループは、デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

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（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

クーポンスワップ 市場取引以外の取引 1,425 19 1

通貨スワップ 市場取引以外の取引 3,040 25 6

通貨オプション買建

コール
市場取引以外の取引 689 20 0

通貨オプション売建

コール
市場取引以外の取引 900 △14 12

合計 6,055 50 20

　（注）１．時価の算定方法は、クーポンスワップ取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を締結している金融

機関から提示された価格により算定しております。

　　　　２．取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

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（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

クーポンスワップ 市場取引以外の取引 2,446 17 △6

通貨スワップ 市場取引以外の取引 2,018 19 △4

通貨オプション買建

コール
市場取引以外の取引 801 20 △1

通貨オプション売建

コール
市場取引以外の取引 734 △27 △0

合計 6,332 30 △12

　（注）１．時価の算定方法は、クーポンスワップ取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を締結している金融

機関から提示された価格により算定しております。

　　　　２．取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。
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（ストック・オプション等関係）

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） 

該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（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、当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、連結売上高及び営業損益の

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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）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事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）にお

いて、海外売上高はないため該当事項はありません。
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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 662円46銭

１株当たり中間純利益
金額

3円88銭

１株当たり純資産額 640円20銭

１株当たり中間純利益

金額
5円69銭

１株当たり純資産額 652円54銭

１株当たり当期純利益

金額
2円99銭

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 229 356 213

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 33

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （33）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
229 356 180

期中平均株式数（千株） 59,011 62,775 60,261
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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）

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）

株式会社シスコとの合併契約

当社は、平成18年10月１日をもって、株式会社シスコと合併いたしました。

(1) 目　　的　　関西地区の売上の拡大を実現するとともに、高付加価値サービスの実現、専門化されたマー

チャンダイジング機能の提供、財務体質の強化、フレキシブルな物流体制等の実現を目指し、

ノンフードをフルラインで提供できる全国卸を実現するために合併することといたしました。

(2) 合併期日　　平成18年10月１日

(3) 合併方式　　当社を存続会社とする吸収合併で、株式会社シスコは解散会社となります。

(4) 合併方法　　株式会社シスコの株式１株に対して、当社株式141株を割当交付いたします。

　　　　　　　　また、合併比率については第三者機関である日興コーディアル証券株式会社に依頼し、そ

　　　　　　　　の算定結果をもとに両社協議のうえ決定いたしました。

(5) 合併交付金　合併交付金の支払はありません。

なお、平成18年３月31日現在の株式会社シスコの主な資産及び負債等の状況は、次のとおり

であります。

（平成18年３月31日現在） 

 資産合計 20,376 百万円

 負債合計 16,430 百万円

（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） 

 売上高 51,265 百万円

 当期純利益 342 百万円

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、中央物産株式会社及び株式会社シスコとの合併の基本合意解消

当社、中央物産株式会社及び株式会社シスコは、平成18年10月１日を期日として３社が合併することに関し、

平成18年３月１日付けにて合併に関する「基本合意書」を締結しておりましたが、平成18年６月15日の取締役

会において、本合併に関する基本合意書を解消することを決議いたしました。また、平成17年12月８日付にて

締結いたしました３社による包括的業務提携契約も解消となります。

　　　　株式会社シスコとの合併に関する「基本合意書」の締結

当社及び株式会社シスコは、平成18年６月15日開催の取締役会において、平成18年10月１日を期日として、

両社が合併することを決議し、基本合意書を締結いたしました。

(1) 目的 高付加価値サービスの実現、専門化されたマーチャンダイジング機能の提供、財務体

質の強化、フレキシブルな物流体制等を実現させることを目的としております。

(2) 合併期日 平成18年10月１日

(3) 
合併契約書承認臨時

株主総会
平成18年８月25日

(4) 合併方式 当社を存続会社とする合併方式といたします。

(5) 合併比率 合併比率については、今後、外部機関の評価結果を踏まえて、両社協議のうえ決定い

たします。

(6) 合併交付金 未定

なお、株式会社シスコの資産及び負債等の状況は、次のとおりであります。

   　　　　  (平成17年３月31日現在) 

資産合計  17,573 百万円 

負債合計 14,057 百万円 

　 (自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日) 

売上高 50,511 百万円 

当期純利益 233 百万円 
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５．仕入及び販売の状況 

(1）商品仕入実績

　　当中間連結会計期間における商品の部門別仕入実績は、次のとおりであります。

部門別 主要商品

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）

 （百万円）

前年同期比（％）

パーソナル・ヘルス・化粧

品部門

化粧品、装粧品、石鹸入浴剤、オー

ラルケア
57,723 100.2

洗剤部門
衣料用洗剤、台所・食器洗剤、住居

用洗剤
27,936 91.9

家庭用品部門
台所用雑貨、住居用雑貨、生活用雑

貨、芳香剤、防虫剤、殺虫剤
36,060 129.9

紙・衛生用品部門
家庭紙、紙おむつ、ベビー用品、衛

生用品、生理用品
54,841 89.2

電気関連用品部門
乾電池、記録メディア、照明用品、

電気応用品、ＯＡ用品
6,064 90.3

その他
ペット用品、文具、レジャー用品、

食品、カー用品、園芸用品
44,151 295.5

合計 226,777 114.0

　（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　　当中間連結会計期間における商品の部門別販売実績は、次のとおりであります。

部門別 主要商品

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）

（百万円） 

前年同期比（％）

パーソナル・ヘルス・化粧

品部門

化粧品、装粧品、石鹸入浴剤、オー

ラルケア
68,126 102.5

洗剤部門
衣料用洗剤、台所・食器洗剤、住居

用洗剤
30,496 89.5

家庭用品部門
台所用雑貨、住居用雑貨、生活用雑

貨、芳香剤、防虫剤、殺虫剤
40,660 133.5

紙・衛生用品部門
家庭紙、紙おむつ、ベビー用品、衛

生用品、生理用品
60,597 87.7

電気関連用品部門
乾電池、記録メディア、照明用品、

電気応用品、ＯＡ用品
6,287 97.6

その他
ペット用品、文具、レジャー用品、

食品、カー用品、園芸用品
47,632 282.6

合計 253,800 113.6

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。
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