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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 株 式 会 社 大     木  上場取引所：JASDAQ  

コ ー ド 番 号 8120  本社所在都道府県  

 (URL http://www.ohki-net.co.jp)  東京都  

代 表 者 役職名 取締役社長       氏 名 松 井 秀 夫 
問合わせ先責任者 役職名 執行役員業務本部長   氏 名 長     洋 

   TEL (03)3947－2232 
決算取締役会開催日 平成18年11月17日  配 当 支 払 開 始 日 なし 
単元株制度採用の有無 有(１単元1,000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 (注) 金額の端数処理については百万円未満を切捨てしております。
 

 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 48,990 (  6.5) 186 ( 505.5) 322 (56.6) 

17年９月中間期 46,020 (  5.4) 30 (△53.3) 205 (15.4) 

18 年 ３ 月 期 89,430  303  578  

 
 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 158 (―――) 13 17 

17年９月中間期 △60 (―――) △5 54 

18 年 ３ 月 期 △95  △8 34 
 
(注) 1. 期中平均株式数 18年９月中間期 12,010,134株 17年９月中間期 10,877,306株 18年３月期 11,428,731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 43,239 5,566 12.9 462 46 

17年９月中間期 36,867 5,314 14.4 441 41 

18 年 ３ 月 期 36,568 5,438 14.9 454 01 
 
(注) 1. 期末発行済株式数 18年９月中間期 12,035,945株 17年９月中間期 12,039,611株 18年３月期 11,979,651株

 2. 期末自己株式数 18年９月中間期 536,155株 17年９月中間期 532,489株 18年３月期 592,449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 93,963 600 324 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  26円 92銭 
 
3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 その他 年間 

18年３月期 ― 6.00 ― 6.00 

18年９月期(実績) ― ― ― 

19年３月期(予想) ― 6.00 ― 
6.00 

  ※ 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に基づき作成したものであり、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想に関連する事項については、
添付資料の６ページを参照してください。 
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6. 中間財務諸表等 

比較中間貸借対照表 
 

  
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 ※２  1,204,924 4,082,374  543,112

２ 受取手形 ※４  1,112,972 1,097,491  772,612

３ 売掛金   14,945,239 18,584,425  15,174,891

４ たな卸資産   6,974,057 6,084,278  6,614,973

５ 未収入金   2,902,049 3,127,494  2,737,649

６ その他   889,322 932,025  1,174,962

貸倒引当金   △351,786 △490,303  △371,013

流動資産合計   27,676,779 75.1 33,417,788 77.3  26,647,188 72.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２  2,158,632 2,033,320  2,089,611

(2) 土地 ※２  3,290,897 3,290,897  3,290,897

(3) その他   191,865 196,409  179,327

有形固定資産 

合計 
  5,641,396 5,520,626  5,559,836

２ 無形固定資産   32,346 27,865  29,810

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２  ― 2,298,107  2,205,642

(2) その他 ※２  3,839,446 2,160,824  2,289,511

貸倒引当金   △322,717 △185,304  △163,169

投資その他の 

資産合計 
  3,516,728 4,273,628  4,331,984

固定資産合計   9,190,470 24.9 9,822,120 22.7  9,921,631 27.1

資産合計   36,867,250 100.0 43,239,908 100.0  36,568,819 100.0

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※４  10,780,445 6,747,072  6,929,922

２ 買掛金 ※２  15,221,963 25,019,166  18,095,722

３ 短期借入金 ※2,5  1,740,000 2,280,000  1,880,000

４ 一年以内返済予定 

長期借入金 
※２  524,000 1,206,000  518,000

５ 賞与引当金   154,615 149,281  132,186

６ 返品調整引当金   51,000 52,460  54,232

７ その他   801,217 969,791  1,084,225

流動負債合計   29,273,241 79.4 36,423,772 84.2  28,694,288 78.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  1,206,000 ―  1,200,000

２ 退職給付引当金   253,520 288,861  269,689

３ 役員退職引当金   94,906 67,573  102,206

４ その他   725,171 893,559  863,715

固定負債合計   2,279,598 6.2 1,249,994 2.9  2,435,611 6.6

負債合計   31,552,840 85.6 37,673,766 87.1  31,129,900 85.1
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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

(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,751,772 4.8 ― ―  1,751,772 4.8

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  1,475,126 ― 1,475,126 

 ２ その他 

   資本剰余金 
 16,800 ― 16,800 

資本剰余金合計   1,491,927 4.0 ― ―  1,491,927 4.1

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  137,000 ― 137,000 

 ２ 任意積立金  1,432,075 ― 1,432,075 

 ３ 中間(当期) 

   未処分利益 
 370,260 ― 335,207 

利益剰余金合計   1,939,336 5.3 ― ―  1,904,283 5.2

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  373,910 1.0 ― ―  567,631 1.6

Ⅴ 自己株式   △242,535 △0.7 ― ―  △276,694 △0.8

資本合計   5,314,409 14.4 ― ―  5,438,919 14.9

負債・資本合計   36,867,250 100.0 ― ―  36,568,819 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   ― ― 1,751,772 4.1  ― ―

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 1,475,126 ― 

  (2) その他 

    資本剰余金 
 ― 11,310 ― 

    資本剰余金合計   ― ― 1,486,437 3.4  ― ―

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ― 137,000 ― 

  (2) その他 

    利益剰余金 
   

    固定資産圧縮 

    積立金 
 ― 963,493 ― 

    別途積立金  ― 454,000 ― 

    繰越利益剰余金  ― 436,027 ― 

    利益剰余金合計   ― ― 1,990,520 4.6  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △247,659 △0.6  ― ―

   株主資本合計   ― ― 4,981,070 11.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 

   評価差額金 
  ― ― 585,071 1.4  ― ―

   評価・換算 

   差額等合計 
  ― ― 585,071 1.4  ― ―

   純資産合計   ― ― 5,566,142 12.9  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 43,239,908 100.0  ― ―
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比較中間損益計算書 
 

  

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   46,020,033 100.0 48,990,791 100.0  89,430,147 100.00

Ⅱ 売上原価   41,390,363 89.9 44,314,691 90.5  80,622,257 90.2

売上総利益   4,629,669 10.1 4,676,099 9.5  8,807,890 9.8

返品調整引当金 
戻入額(△) 

  △7,646 △0.0 △1,771 △0.0  △4,414 △0.0

差引売上総利益   4,637,315 10.1 4,677,870 9.5  8,812,304 9.8

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  4,606,462 10.0 4,491,063 9.1  8,508,414 9.5

営業利益   30,852 0.1 186,807 0.4  303,889 0.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  229,371 0.5 193,354 0.4  386,524 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  54,405 0.1 57,846 0.1  111,812 0.1

経常利益   205,818 0.5 322,315 0.7  578,602 0.6

Ⅵ 特別利益 ※３  55,037 0.1 31,524 0.1  55,037 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  330,537 0.7 25,000 0.1  534,137 0.6

税引前中間 
(当期)純利益 
叉は損失(△) 

  △69,680 △0.1 328,839 0.7  99,502 0.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 91,489 116,298 212,541 

法人税等調整額  △100,958 △9,468 △0.0 54,426 170,724 0.4 △17,774 194,766 0.2

中間(当期) 
純利益叉は損失
(△) 

  △60,212 △0.1 158,115 0.3  △95,264 △0.1

前期繰越利益   430,472 ―  430,472

中間(当期) 
未処分利益 

  370,260 ―  335,207
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,751,772 1,475,126 16,800 1,491,927

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)  

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 (当期分) 

 

 剰余金の配当(注)  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 △5,490 △5,490

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,490 △5,490

平成18年９月30日残高(千円) 1,751,772 1,475,126 11,310 1,486,437

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
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) 137,000 978,075 454,000 335,207 1,904,283 △276,694 4,871,288

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)  △10,402 10,402 ―  ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 (当期分) 

 △4,179 4,179 ―  ―

 剰余金の配当(注)  △71,877 △71,877  △71,877

 中間純利益  158,115 158,115  158,115

 自己株式の取得   △40,204 △40,204

 自己株式の処分   69,240 63,750

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 △14,582 100,819 86,237 29,035 109,782

平成18年９月30日残高(千円) 137,000 963,493 454,000 436,027 1,990,520 △247,659 4,981,070

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 567,631 567,631 5,438,919

中間会計期間中の変動額 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) 

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 (当期分) 

 剰余金の配当(注) △71,877

 中間純利益 158,115

 自己株式の取得 △40,204

 自己株式の処分 63,750

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

17,440 17,440 17,440

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

17,440 17,440 127,222

平成18年９月30日残高(千円) 585,071 585,071 5,566,142

(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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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 

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 

中間決算末日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は、

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定) 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定) 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は、全

部資本直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法 

――――― ――――― 

(3) たな卸資産 

 ① 商品 

移動平均法による原

価法 

 ② 貯蔵品 

最終仕入原価法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 

同左 

 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

車両については定率

法、その他の有形固定資

産については定額法を採

用しております。 

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。 

建物 

３～50年

構築物 

10～40年

機械及び装置 

7～17年

車両運搬具 

４年

器具及び備品 

３～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

(2) 無形固定資産 
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、それ以
外の無形固定資産につい
ては定額法を採用してお
ります。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
対応期間に応じて均等

償却しております。 

(3) 長期前払費用 
同左 

(3) 長期前払費用 
同左 

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。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
従業員の賞与支給に充

てるため、将来の支給見
込額のうち当中間期の負
担額を計上しておりま
す。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
従業員の賞与支給に充

てるため、将来の支給見
込額のうち当期の負担額
を計上しております。 

 
 (3) 返品調整引当金 

返品による損失に備え
るため、当中間期末の売
上債権残高に当中間期及
び前期の平均返品率と当
中間期の売上総利益率を
乗じた額を計上しており
ます。 

(3) 返品調整引当金 
同左 

(3) 返品調整引当金 
返品による損失に備え

るため、当期末の売上債
権残高に当期及び前期の
平均返品率と当期の売上
総利益率を乗じた額を計
上しております。 

 (4) 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。 

なお、会計基準変更時
差異(403,662千円)につ
いては、15年による按分
額を費用処理しておりま
す。 

(4) 退職給付引当金 
同左 

(4) 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に
基づき計上しておりま
す。 

なお、会計基準変更時
差異(403,662千円)につ
いては、15年による按分
額を費用処理しておりま
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) 

 (5) 役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支
給に備えて、内規に基づ
く中間期末要支給額の

100％を計上しておりま
す。 

(5) 役員退職引当金 

同左 

(5) 役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支
給に備えて、内規に基づ
く期末要支給額の100％

を計上しております。 

４ 外貨建の資産及び
負債の本邦通貨へ

の換算基準 

――――― 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、
決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しており
ます。 

５ 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 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて
特例処理の条件を充たし
ている場合には特例処理

を採用しております。 

(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 

金利スワップ 
ヘッジ対象 

借入金利息 

(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 
金利リスクの低減並び

に金融収支改善のため、

対象債務の範囲内でヘッ
ジを行っております。 

(3) ヘッジ方針 
同左 

 

(3) ヘッジ方針 
同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 
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。 

(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 

７ その他中間財務諸

表(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 

 消費税及び地方消費税は
税抜方式を採用し、仮受消
費税等と仮払消費税等を相

殺のうえ、流動負債の「そ
の他」に含めて表示してお
ります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税は
税抜方式によっておりま
す。 
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会計処理の変更 

 

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) 

 「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」(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を当中間会計期間から

適用しております。 

 これにより税引前中間純損失は

192,255千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

――――― (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」(「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」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を当事業年度から適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

192,255千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該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。 

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5,566,142千円で

あります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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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表示方法の変更 

 
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) 

――――― (中間貸借対照表関係) 

「投資有価証券」は前中間期まで、投資その他の資

産として一括掲記しておりましたが、当中間期末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記する

こととしました。 

なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は

1,309,801千円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

項目 
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 
  

 
 1,895,205千円
 

 
 2,007,085千円
 

 
 1,941,330千円
 

※２ 担保提供資産 
   及び担保付債務 

預金 2,000千円

建物 1,499,068 

土地 2,318,332 
投資有価 
証券 

138,457 

計 3,957,858千円
は一年以内返済予定長期借
入金524,000千円、長期借
入金1,206,000千円並びに
仕 入 先 に 対 す る 買 掛 金
2,149,810千円の担保に供
しております。 

預金 7,000千円

建物 1,413,138 

土地 2,318,332 
投資有価
証券 

153,215 

計 3,891,686千円
は短期借入金1,180,000千
円、一年以内返済予定長期
借入金1,206,000千円並び
に仕入先に対する買掛金
2,166,246千円の担保に供
しております。 

預金 7,000千円

建物 1,456,591 

土地 2,318,332 
投資有価 
証券 

162,590 

計 3,944,515千円
は 短 期 借 入 金 730,000 千
円、一年以内返済予定長期
借入金518,000千円、長期
借入金1,200,000千円、仕
入 先 に 対 す る 買 掛 金
2,175,375千円の担保に供
しております。 

 ３ 保証債務 下記子会社の金融機関より
の借入金について保証を行
っております。 
 リブ・ラボラトリーズ株

式会社 
270,000千円

下記子会社の債務について
保証を行っております。 
 
 リブ・ラボラトリーズ株

式会社 
270,000千円

 (金融機関からの借入) 
 岡内大木株式会社 

10,000千円
 (仕入先に対する仕入債

務) 
計280,000千円

下記子会社の債務について
保証を行っております。 
 

同左 

※４ 中間会計期間 
   末日満期手形 

――――― 中間会計期間末日満期
手形の会計処理について
は、手形交換日をもって
決済処理しております。 

なお、当中間会計期間
末日が金融機関の休日で
あったため、次の中間会
計期間末日満期手形が、
中間会計期間末残高に含
まれております。 

受取手形 249,373千円

支払手形 566,847 
 

――――― 

※５ その他 当社は、運転資金の効
率的な調達を行うため取
引銀行６行と当座貸越契
約を締結しております。
これら契約に基づく当中
間会計期間末の借入未実
行残高は次のとおりであ
ります。 
当座貸越 
極度額 

6,180,000千円

借入実行 
残高 

1,740,000千円

差引額 4,440,000千円
 

当社は、運転資金の効
率的な調達を行うため取
引銀行７行と当座貸越契
約を締結しております。
これら契約に基づく当中
間会計期間末の借入未実
行残高は次のとおりであ
ります。 
当座貸越
極度額 

7,370,000千円

借入実行
残高 

2,280,000千円

差引額 5,090,000千円
 

当社は、運転資金の効
率的な調達を行うため取
引銀行５行と当座貸越契
約を締結しております。
これらの契約に基づく当
会計年度末の借入未実行
残高は次のとおりであり
ます。 
当座貸越 
極度額 

6,220,000千円

借入実行 
残高 

1,880,000千円

差引額 4,340,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 

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 営業外収益の 
主要項目 

 

受取利息 6,705千円 7,194千円 20,858千円

仕入割引 53,215 57,710 112,099 

情報手数料 51,160 50,926 107,765 

受取配当金 12,429 22,721 15,517 

受取家賃 26,617 27,354 54,783 

為替差益 25,210 433 8,715 

※２ 営業外費用の 
主要項目 

 

支払利息 33,851千円 32,418千円 66,021千円

売上債権売却損 14,973 22,171 31,092 

※３ 特別利益の 
主要項目 

 

子会社株式受贈益 55,037千円 ―千円 55,037千円

奨励金等受贈益 ―  31,524 ― 

※４ 特別損失の 
主要項目 

 

固定資産除却損  

 除却費用 ― 千円 ―千円 3,600千円

 建物 15,693 ― 15,693 

 工具、器具 
 及び備品 

1,655 ― 1,655 

減損損失  

 建物 3,814千円 ― 3,814千円

 土地 188,440 ― 188,440 

貸倒引当金 
繰入額 

111,038 ― 28,082 

貸倒損失 
―  
 

25,000 121,289 

倉庫移転損失 ― ― 41,276 

関係会社支援損 ― ― 70,000 

関係会社株式評価損 ― ― 29,400 

出資金評価損 ― ― 20,000 
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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) 

 (減損損失) 
 当社は、以下の資産グル
ープについて減損損失を計
上しました。 

用

途 

種
類 

場所 
金額 
(千円) 

建

物 

千葉県 

鎌ヶ谷市
2,238

遊

休 土

地 

千葉県 

鎌ヶ谷市
186,610

建

物 

静岡県 

熱海市 1,576遊

休 土

地 

静岡県 

熱海市 1,830

計 192,255
(経緯) 
 上記の建物及び土地につ
いては、今後の利用計画も
無く、地価等も著しく下落
しているため、減損損失を
認識いたしました。 
(グルーピングの方法) 
 営業用資産については、
継続して収支を把握してい
る単位で、賃貸用資産及び
遊休資産については、個々
の物件単位でグルーピング
をしております。 
(回収可能価額の算定方法
等) 
 当資産グループの回収可
能価額は正味売却価額によ
り測定しており、建物につ
いては、固定資産税評価額
により評価し、土地につい
ては、公示価格等を勘案し
た信託銀行による合理的な
見積り額により評価してお
ります。 

―――――― (減損損失) 
 当社は、以下の資産グル
ープについて減損損失を計
上しました。 

用

途 

種
類 

場所 
金額 
(千円) 

建

物 

千葉県 

鎌ヶ谷市
2,238

遊

休 土

地 

千葉県 

鎌ヶ谷市
186,610

建

物 

静岡県 

熱海市 1,576遊

休 土

地 

静岡県 

熱海市 1,830

計 192,255
(経緯) 
 上記の建物及び土地につ
いては、今後の利用計画も
無く、地価等も著しく下落
しているため、減損損失を
認識いたしました。 
(グルーピングの方法) 
 営業用資産については、
継続して収支を把握してい
る単位で、賃貸用資産及び
遊休資産については、個々
の物件単位でグルーピング
をしております。 
(回収可能価額の算定方法
等) 
 当資産グループの回収可
能価額は正味売却価額によ
り測定しており、建物につ
いては、固定資産税評価額
により評価し、土地につい
ては、公示価格等を勘案し
た信託銀行による合理的な
見積り額により評価してお
ります。 

 ５ 減価償却実施額    
有形固定資産 68,578千円 66,083千円 134,837千円

無形固定資産 2,535 1,945 5,071 

 ６ その他 
 

（追加情報） 
 当中間会計期間に係る納
付税額及び法人税等調整額
は、当期において予定して
いる利益処分による圧縮積
立金の取崩しを前提として
当中間会計期間に係る金額
を計算しております。 

 
―――――― 

 
―――――― 
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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) 592,449 93,706 150,000 536,155

 
（変動の主な事由） 

 自己株式の増加は、主として子会社からの取得であり、減少は、処分によるものであります。 
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(リース取引関係) 

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

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

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) 

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) 

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。 

 




