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１．平成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）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 218,268 (　2.3　) △889 (　 －  ) 767 ( △5.3 )

17年９月中間期 213,355 (　7.8　) △922 (   －  ) 810 (△39.3 )

18年３月期 422,859  △2,165  1,195  

 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 396 (△20.0) 6 31

17年９月中間期 494 (△32.6 ) 8 39

18年３月期 558  9 26

（注）①期中平均株式数 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

 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 139,638 37,985 27.2 605 12

17年９月中間期 141,622 37,524 26.5 635 91

18年３月期 137,592 38,688 28.1 616 27

（注）①期末発行済株式数 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

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 137,752株 17年９月中間期 124,146株 18年３月期 133,602株

２．平成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 442,700  1,100  430  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） ５円43銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 12.00 － 12.00

19年３月期（実績） － － － － －
10.00

19年３月期（予想） － － － 10.00 －

※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。
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６．個別中間財務諸表等
(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（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 4,022 2,555 2,769

２　受取手形 ※３ 3,482 4,213 2,593

３　売掛金 ※３.５ 56,963 56,494 54,119

４　たな卸資産 20,021 19,539 21,337

５　未収入金 ※５ 8,563 9,370 8,344

６　その他 1,853 1,781 1,569

 　貸倒引当金 △139 △89 △190

流動資産合計 94,767 66.9 93,865 67.2 90,543 65.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 13,516 12,901 13,195

(2）土地 ※２ 19,734 19,479 19,649

(3）その他 2,652 2,253 2,335

計 35,903 25.4 34,634 24.8 35,180 25.6

２　無形固定資産 1,939 1.4 2,185 1.6  2,088 1.5

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 4,559 3,898 4,510

(2）関係会社株式  249 1,115 1,228

(3）繰延税金資産 1,740 1,615 1,668

(4）その他 2,789 2,609 2,680

貸倒引当金 △326 △286 △309

計 9,011 6.3 8,953 6.4 9,779 7.1

固定資産合計 46,854 33.1 45,773 32.8 47,049 34.2

資産合計 141,622 100.0 139,638 100.0 137,592 100.0
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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（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 ※３ 1,883 2,312 1,257

２　買掛金 ※２ 30,032 29,373 31,225

３　短期借入金 ※２ 44,524 40,500 38,850

４　一年以内長期借入
金

※２ 4,692 3,564 4,885

５　未払金  3,804 4,244 3,884

６　未払法人税等 629 797 234

７　賞与引当金 1,629 1,494 863

８　その他 1,863 2,718 1,617

流動負債合計 89,058 62.9 85,006 60.9 82,817 60.2

Ⅱ　固定負債

１　社債 324 80 102

２　長期借入金 ※２ 8,438 10,073 9,473

３　退職給付引当金 5,736 5,860 5,896

４　役員退職慰労引当
金

42 103 76

５　その他  498 529 538

固定負債合計 15,039 10.6 16,646 11.9 16,086 11.7

負債合計 104,098 73.5 101,653 72.8 98,904 71.9
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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（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 3.5 － － 5,000 3.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 27,297 － 28,280

２　その他資本剰余金 1,945 － 1,945

資本剰余金合計 29,242 20.7 － － 30,225 22.0

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 520 － 520

２　任意積立金    

(1）固定資産圧縮積
立金 63 － 63

３　中間（当期）未処
分利益 1,589 － 1,652

利益剰余金合計 2,173 1.5 － － 2,236 1.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

1,166 0.8 － － 1,288 0.9

Ⅴ　自己株式 △57 △0.0 － － △62 △0.0

資本合計 37,524 26.5 － － 38,688 28.1

負債資本合計 141,622 100.0 － － 137,592 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,000 3.6 － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 28,280 －  

(2) その他資本剰余

金
－ 1,945 －  

資本剰余金合計 － － 30,225 21.6 － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 520 －  

(2) その他利益剰余

金
    

固定資産圧縮積

立金
－ 59 －  

繰越利益剰余金 － 1,299 －

利益剰余金合計  － － 1,879 1.3  － －

４　自己株式  － － △63 △0.0  － －

株主資本合計  － － 37,040 26.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評

価差額金
－ － 945 0.7  － －

評価・換算差額等合

計
－ － 945 0.7  － －

純資産合計 － － 37,985 27.2  － －

負債純資産合計 － － 139,638 100.0  － －
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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（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 213,355 100.0 218,268 100.0 422,859 100.0

Ⅱ　売上原価 188,971 88.6 192,797 88.3 373,739 88.4

売上総利益 24,384 11.4 25,470 11.7 49,119 11.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

25,306 11.8 26,360 12.1 51,284 12.1

営業損失 922 △0.4 889 △0.4 2,165 △0.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 2,049 1.0 1,968 0.9 3,975 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２ 316 0.2 311 0.1 615 0.2

経常利益 810 0.4 767 0.4 1,195 0.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 731 0.3 798 0.3 1,078 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４.６ 990 0.5 470 0.2 1,415 0.3

税引前中間（当
期）純利益

552 0.2 1,095 0.5 857 0.2

法人税、住民税及
び事業税

507 718 405

法人税等調整額 △449 57 0.0 △18 699 0.3 △105 299 0.1

中間（当期）純利
益

494 0.2 396 0.2 558 0.1

前期繰越利益 1,514 － 1,514

合併により受入れ
た未処分利益

236 － 236

抱合株式消却損 657 － 657

中間（当期）未処
分利益

1,589 － 1,652
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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

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計固定資産圧

縮積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
5,000 28,280 1,945 30,225 520 63 1,652 2,236 △62 37,399

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩　　　  （注）
     △4 4 　－  －

剰余金の配当（注）       △753 △753  △753

中間純利益　       396 396  396

自己株式の取得         △1 △1

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　　　　 （百万円）
     △4 △353 △357 △1 △358

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
5,000 28,280 1,945 30,225 520 59 1,299 1,879 △63 37,040

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）
1,288 1,288 38,688

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩　　　  （注）
  －

剰余金の配当（注）   △753

中間純利益　   396

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△343 △343 △343

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （百万円）
△343 △343 △702

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
945 945 37,985

 （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ための基本となる重要な事項

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

　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。

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

　　───────────

１．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。

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。 

その他有価証券

時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

子会社及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式

　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

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

商品

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

　　─────────── 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

２．固定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。

建物　　　　　　３年～47年

什器備品　　　　２年～20年

　　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。

建物　　　　　　２年～47年

什器備品　　　　２年～20年

　　　　　　 同左
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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）

(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。

３．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。

３．引当金の計算基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計算基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支払

に備えるため、支給見込額の当中間会

計期間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、支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

(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。

　なお、会計基準変更時差異について

は発生した事業年度から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、各事業年度の

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～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業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

を発生した事業年度から費用処理して

おります。 

(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。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

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～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業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

を発生した事業年度から費用処理して

おります。 

(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、当事業年

度に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

は発生した事業年度から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、各事業年度の

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～10年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業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

を発生した事業年度から費用処理して

おります。 
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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）

（追加情報） 

被合併会社の㈱木曾清及び㈱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） 

被合併会社の㈱木曾清及び㈱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。

(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、内規による中間期末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規による当期末要支給額を計上

しております。

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 (1) 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

の累積とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累積を比較し、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

６．その他の中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

６．その他の中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

６．その他の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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

なお、仮受消費税等と仮払消費税

等は相殺し、その差額を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

同左 　　税抜方式によっております。
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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） 　 　　　─────────── （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。これにより税引前中間純利益は418

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。

これにより税引前当期純利益は418百万円

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37,989百万円であります。

　なお、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。

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

 

 

当中間会計期間より「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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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
22,390百万円

※１．有形固定資産の減価

償却累計額
22,487百万円

※１．有形固定資産の減価

償却累計額
22,399百万円

※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 5,208百万円

土地 6,920百万円

投資有価証券 538百万円

合計 12,668百万円

建物 4,979百万円

土地 6,860百万円

投資有価証券 436百万円

合計 12,275百万円

建物 5,187百万円

土地 6,880百万円

投資有価証券 512百万円

合計 12,580百万円

(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

買掛金 2,652百万円

短期借入金 3,556百万円

一年以内長期借入金 2,126百万円

長期借入金 6,568百万円

合計 14,904百万円

買掛金 2,318百万円

短期借入金 3,228百万円

一年以内長期借入金 2,096百万円

長期借入金 6,703百万円

合計 14,347百万円

買掛金 2,984百万円

短期借入金 1,650百万円

一年以内長期借入金 2,734百万円

長期借入金 7,703百万円

合計 15,072百万円

     　　─────────── ※３．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 1,040百万円

支払手形 388百万円

　また、当中間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。次の期日売掛金が

売掛金期末日残高に含まれております。

売掛金 4,245百万円

     　   ───────────

４．保証債務 ４．保証債務 ４．保証債務

　次の子会社について、債務保証を行っ

ております。

保証先
金額

（百万円）
内容

㈱ケイ・アイ・ケイ 16
借入債務、

仕入債務

㈱九州シーエルシー 26 リース債務

㈱ファッションあらた 59 仕入債務

　次の子会社について、債務保証を行っ

ております。

保証先
金額

（百万円）
内容

㈱ファッションあらた 75 仕入債務

　次の子会社について、債務保証を行っ

ております。

保証先
金額

（百万円）
内容

㈱ファッションあらた 44 仕入債務

　　　　─────────── ※５．当中間会計期間より、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

　　　　　───────────

　　　　─────────── 　　　　─────────── 　６．商法施行規則第124条第３号に規定する

資産に時価を付したことにより増加した

純資産額　1,288百万円
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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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息及び配当金 52百万円

仕入割引 1,824百万円

受取利息及び配当金 37百万円

仕入割引 1,737百万円

受取利息及び配当金 80百万円

仕入割引 3,592百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 230百万円

売上割引 81百万円

支払利息 244百万円

売上割引 61百万円

支払利息 459百万円

売上割引 148百万円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 603百万円

貸倒引当金戻入 116百万円

固定資産売却益 6百万円

（土地　　  5百万円）

（その他　  1百万円）

投資有価証券売却益 90百万円

貸倒引当金戻入 72百万円

固定資産売却益 626百万円

（土地　 591百万円）

（建物　  33百万円）

（その他  １百万円）

投資有価証券売却益 974百万円

貸倒引当金戻入 50百万円

固定資産売却益 31百万円

（土地 　 28百万円）

（その他  3百万円）

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

退職給付引当金繰入額 92百万円

従業員臨時退職金 308百万円

固定資産売却損 93百万円

（建物 　77百万円）

（土地　 14百万円）

（その他　0百万円）

減損損失 418百万円

従業員臨時退職金 194百万円

固定資産売却損 126百万円

（建物  123百万円）

（土地　  0百万円）

（その他　2百万円）

退職給付引当金繰入額 106百万円

従業員臨時退職金 471百万円

合併関連費用 1百万円

災害復旧費用 1百万円

固定資産売却損 188百万円

（建物 　   134百万円）

（土地　　   48百万円）

（その他 　　 5百万円）

減損損失 418百万円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 677百万円

無形固定資産 208百万円

有形固定資産 620百万円

無形固定資産 291百万円

有形固定資産 1,365百万円

無形固定資産 478百万円

※６．減損損失

 (1) 減損損失を認識した資産グループ

当中間会計期間において、当社は以下

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
128

 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。

 (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。

　 　　　───────────

 

 

 

 

 

 

 

 

※６．減損損失

 (1) 減損損失を認識した資産グループ

当事業年度において、当社は以下の資

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
128

 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。

 (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。
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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）

　　　　　─────────── ６．企業結合

 　　当社は、平成18年４月１日をもって、

当社完全子会社である株式会社九州シー

エルシーと下記のとおり合併いたしまし

た。

(1)被合併企業名

 　　　株式会社九州シーエルシー

(2)事業内容

 　　　商品の保管及び物流加工業

(3)合併方式

　　 当社を存続会社とする簡易合併方式と

し、株式会社九州シーエルシーは解散い

たしました。 

 　(4)合併の目的と概要

 　　当社は、平成17年10月より、新統合シ

ステム「ジェネシス」を九州・中国地区

から導入し、全国流通ネットワークを構

築し、ローコストな業務・物流体制及び

情報の有効活用による高性能なロジスティ

クス戦略の実現を目指すため、株式会社

九州シーエルシーとの事業の一本化を図

ることを目的として合併いたしました。

 　(5)実施した会計処理の概要

 　　株式会社九州シーエルシーの合併期日

の前日に付された適正な帳簿価額により

引継いだ資産及び負債と、当社のもつ子

会社株式の帳簿価額との差額を、損益計

算書の「特別利益」（抱合せ株式消滅差

益）に７百万円、貸借対照表の固定負債

「その他」（負ののれん）に４百万円計

上しております。これにより、税引前中

間純利益が７百万円増加し、固定負債が

４百万円増加しております。

　　　　　───────────

－ 13 －



（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）

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 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。
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（リース取引）

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）

（借主側） （借主側） （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

(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

(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)

（有形固定資産）
　その他

2,952 1,215 1,737

（無形固定資産） 89 34 55

合計 3,042 1,249 1,792

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)

（有形固定資産）
　その他

2,757 1,305 1,452

（無形固定資産） 292 151 140

合計 3,050 1,457 1,592

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)

（有形固定資産）
　その他

2,912 1,244 1,668

（無形固定資産） 219 56 163

合計 3,132 1,300 1,831

(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 439百万円

１年超 1,436百万円

合計 1,875百万円

１年内 446百万円

１年超 1,170百万円

合計 1,565百万円

１年内 477百万円

１年超 1,443百万円

合計 1,920百万円

(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 262百万円

減価償却費相当額 238百万円

支払利息相当額 30百万円

支払リース料 302百万円

減価償却費相当額 276百万円

支払利息相当額 29百万円

支払リース料 527百万円

減価償却費相当額 479百万円

支払利息相当額 60百万円

(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 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料 　　未経過リース料 　　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）

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。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（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17年４月１日　至　平成18年３月31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今回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

前事業年度（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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７．役員の異動

 （1）代表者の異動

    平成18年６月15日に開示済みであります。

 （2）その他の役員の異動

 　 ①退任監査役

 　　　 平成18年７月13日に開示済みであります。

 　 ②新任監査役

 　　　 平成18年８月25日に開示済みであります。
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