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１．平成18年9月中間期の連結業績 ～

（１）  連 結 経 営 成 績 ( 百万円未満切捨表示 )

売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益

％ ％ ％

( 9.2 ） ( 1.0 ) 694 （ 8.3 ）

( 2.3 ） ( △ 5.2 ) 641 （ 11.9 ）

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

（ 16.9 ） 46 39 － －

（ 22.1 ） 39 54 － －

97 85 － －

(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 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

３.会計処理の方法の変更 有  ・ 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 ％ 円 銭

21.6 83

20.7 13

20.6 37

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 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　 

（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 2 社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 － 社

（５） 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 （新規） － 社 （除外） － 社 持分法（新規） － 社 （除外） － 社

２．平成19年3月期の連結業績予想 ～

売   上   高 経  常  利  益 当 期 純 利 益

百万円 百万円　 百万円

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 114 円 08 銭

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提として

おります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

業績予想のご利用にあたっては、添付資料の「３．経営成績及び財政状態(３)通期の業績の見通し」をご参照下さい。

　

△ 1,258

17年9月中間期

18 年 3 月 期

18年9月中間期 2,489

18 年 3 月 期 43,297

17年9月中間期

102,584

406

17年9月中間期

18 年 3 月 期

18年9月中間期

1,025

百万円

百万円

1,425

553

8,798,592 8,798,567

平成18 年 11 月 22 日

1,614

百万円

558

Ｔ  Ｅ  Ｌ   

（ 平成18 年 4 月 1 日 平成18 年 9 月 30 日 ）

8,765,209

17年9月中間期 48,025

18年9月中間期 52,443

百万円

平成19年3月期　中間決算短信（連結）

問 合 わ せ 先

平成18 年 11 月 22 日

氏 名

責任者役職名

コ ー ド 番 号

代 表 者

氏 名

役 職 名

上 場 会 社 名

通　　　　　期 106,000

18 年 3 月 期 2,792

8,940

42,516 8,790

347

867

41,397 8,923

2,110

18年9月中間期

999

1,015

1,435△ 1,530

8,798,5428,698,542

百万円

△ 950

1,800

8,798,542

（ 平成18 年 4 月 1 日

394

1,000

1,426

平成19 年 3 月 31 日 )

1,222

△ 3,714

△ 1,584

－　１　－



（添付資料）

１．企業集団の状況
（１）事業の内容

　当社グループは､当社､子会社２社（大明工機株式会社、株式会社ハットリビング）により

構成されており、管工機材、衛生陶器、住宅設備機器、空調機器等の販売を主たる業務とし

ております。

　事業系統図は下記のとおりです。

　東京ガスのエネスタ関連業務

（２）関係会社の状況

名　 称 住　 所
資本金
(百万円)

主な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

東京都中央区湊
１丁目１番16号

30     管工機材の販売 100   
商品の販売及び
仕入
役員の兼任あり

東京都中央区日
本橋小伝馬町９
番９号

90     100   役員の兼任あり

ガス機器、機材の
販売、ガス工事の
請負及びメンテナ
ンス業務

（連結子会社）
大明工機㈱

（連結子会社）
㈱ハットリビング

東
京
ガ
ス
㈱

　
㈱
ハ
ッ
ト
リ
ビ
ン
グ

　
連
結
子
会
社

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

機器の仕入

機器の販売

メンテナンス･工事請負

ガスの開閉栓
等の業務受託

当
　
　
社

大
明
工
機
㈱

連
結
子
会
社

得
　
　
　
意
　
　
　
先

商品の販売

商
品
の
仕
入

商
品
の
販
売

商品の販売

仕
　
　
　
入
　
　
　
先

商品の仕入

商品の仕入
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２．経営方針
（１）経営の基本方針

　当社グループの目指すところ（ミッション）は、

『設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを実現する』

ことにあります。

　そのためにビジョンとして、以下の「３つのベスト」を掲げ、今後とも時代を先取りし、

取引先のニーズに応えていくことを第一に考えていく所存であります。

・「設備のベストコーディネーター」

　～施主、工事業者に、ベストな設備をご提案～

・「流通としてベストパートナー」

　～得意先、仕入先、当社で３位１体のベストなしくみの構築～

・「会社としてベストカンパニー」

　～株主、社員、社会からベストといわれる会社づくり～

（２）利益配分に関する基本方針

　利益配分については、収益力の向上を図ることにより、株主に対し安定した配当を行なう

とともに、業績に応じた利益還元を行なうことを基本方針としております。

　併せて、一定の内部留保金を確保することにより、財務体質の強化と健全な経営基盤の維

持に努めてまいります。

　このような方針に基づき、当中間期におきましては11月22日開催の取締役会において、普

通配当を１株につき12円50銭とする旨決定いたしました。

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループのマーケットである建設業界においては、以下のような市場規模およびマー

ケットトレンドが見込まれ､全体として昨年とほぼ同額の市場規模が続くと考えております。

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

（単位：兆円）

平成19年度予測

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資
（全体）

 【全体】
横這い（微減）

【住宅】
雇用、所得の改善

【非住宅】
設備投資(収益)と
連動

【政府】
公共投資の抑制

51.8  △1.8 

民間住宅
 【全体】
横這い（微増）

【持家】
団塊世代購入

【貸家】
投資対象に

【分譲】
団塊Jr.世代購入

19.3  1.4   

民間非住宅
 【全体】
利益から設備投
資へ

【工場】
製造業の業績回復
（国内回帰）

【事務所】
都市部の再開発

【店舗】
ＦＣ化の進展

10.9  4.6   

政府
 【全体】
公共投資の抑制

【建築】
小さな政府へ

【土木】
地方歳出改革

16.3  △9.8 

 【全体】
消費と連動
基盤は好調

【住宅】
消費の一部

【非住宅】
収益に連動

7.9   1.9   

 【変動要素】
　　①税制

 
②法制度

 
③金利

 
④素材価格

59.7  △1.2 

中　期　ト　レ　ン　ド

リフォーム
（既築）

総計
(新設+既築)

－　３　－



　このようなマーケット状況のなかで、当社グループは今後とも一層のシェアアップと新規
開拓をすすめ、売上の増強と利益の確保を図ってまいります。そのために以下の基本取組み
を具体的に展開してまいります。
１．３つのフルの追求　―　管材卸No.１をめざす

①フルカバー ― 地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り
②フルライン ― お客様が欲しい商品は何でも提供
③フル機能 ― 引合からアフターメンテまでのサービスを何でも提供

２．みらい活動　―　得意先さま、仕入先さま、当社が３位１体で増分に取組む
①みらい市 ― イベントを通じての増分活動
②みらい会 ― ３位１体での研修による増分活動
③みらいチャンネル ― 欲しい情報をいつでもどこでも得られるしくみ作り

３．改善活動　―　企業価値をあげるための改善活動
①人作り ― 業界のプロとしての人材育成
②しくみ作り ― メーカーから工事店まで一貫した流れの改善
③しかけ作り ― ＩＴをフル活用した最良のシステム作り

（４）親会社等に関する事項
　当社は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「財務諸表等規則」と
いう）第８条第３項、同第８条第５項及び同第８条第16項第４号に規定する親会社等に該当
する会社を有しません。

（５）内部管理体制の整備・運用状況
　①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部
　　管理体制の整備の状況
　　　　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ
　　　ムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に記載しております。

　②内部管理体制の強化のための牽制組織の状況及び社内的な役割、機能
　　ａ）資金管理

・売上に係る代金回収（売掛金管理）及び仕入に係る支払（買掛金管理）はともに経理部が
　集中処理を行い、営業部門から受領する経理データと得意先や仕入先からの証憑との突合
　等を通じて正確且つ迅速な処理が行える体制としています。
・一定額以上の経費や投資が発生する案件の決裁は全て営業本部長と管理本部長を経ること
　とし、起案部門とは異なる本部による内容チェックを行います。また、営業拠点をはじめ
　各部門で行われた経費処理は経理部にて個別に事後チェックしています。
・財務部は経理部による処理を会計的・税務的観点からチェックを行い、必要に応じて監査
　法人や税理士等の助言を受け適正な会計・税務処理を行う体制としています。

　　ｂ）与信管理
・取引先の与信管理としての売上債権管理は管理本部に所属する調査部が統括し、社外から
　の情報も勘案の上、社内ルールに基づき総債権のチェックを行います。
・月１度の与信会議により営業本部（各ブロック､支店単位）と方針の徹底を図っています｡
　当会議においては、営業部支店が定期的に提出する報告に基づき、取引先の信用状況及び
　売上債権のリスク度を調査部がチェックし、各営業部支店における売上債権の健全度に関
　する認識を統一、一元化する体制としております。

　　ｃ）業務管理
・監査室は業務部門とは分離・独立したセクションとして社内各部門、子会社の業務遂行状
　況を定期的に監査し、社長に報告するとともに改善を促しています。
・また、決算に直結する財務経理事項を適切に処理するため、本社財務部で大口の訂正伝票
　をチェックする体制としています。
・さらに担当部長により、支店ごとの月次業務監査を行なう体制としています。
・一方、ＩＳＯ監査等を通じて品質管理および環境マネジメントの観点からも各業務部門の
　業務遂行状況をチェックしております。

　このように、当社営業部門や子会社が行う営業活動に対し、様々な角度からチェックを行
うことにより、内部牽制が適性かつ合理的に機能する体制となっています。

（６）その他、会社の経営上の重要な事項
　該当事項はありません。

－　４　－



３．経営成績及び財政状態
（１）当中間期の業績の概況

　（マーケットの状況）

　当中間期のわが国の建設業界においては、下記の投資推移が見込まれており、当期における
市場規模は前年とほぼ同額と考えております。
（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

（兆円）

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資（新設） 52.8     △1.3    
【住宅】
　　　  　2.3％

【非住宅】
　　　  　6.1％

【政府】
 　　　 △9.3％

民間住宅 19.0     2.3      
【持家】
　　　　　0.5％

【貸家】
　　　　　0.6％

【分譲】
　　　　△0.9％

民間非住宅 10.4     6.1      
【工場】
　 　　　23.0％

【事務所】
　　　　　7.8％

【店舗】
　　　  △4.6％

政府 18.0     △9.3    
【建築】
　　　  △3.0％

【土木】
　　　 △10.2％

リフォーム（既築） 7.7      3.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 60.5     △0.8    民間住宅 民間非住宅 政府

　（営業の経過及び成果）

　このような状況下、当社グループは前述の基本取組みのもと、売上の増強、営業収益力の向

上、財務体質の強化に取組んでまいりました。

　その結果、連結ベースの売上高は52,443百万円（前年同期比＋9.2％）、売上総利益は4,941

百万円（同＋6.2％）となりました｡販売費及び一般管理費は4,382百万円（同＋6.9％）で営業

利益は558百万円（同＋1.0％）となりました。また、営業外損益が黒字化したことにより、経

常利益は694百万円（同＋8.3％）となりました。

　特別損益は、投資有価証券売却益107百万円を計上した一方、貸倒引当金繰入額69百万円､固

定資産除却損21百万円等によりを計上したことにより、中間純利益は406百万円（同＋16.9％）

となりました。

　部門別状況は以下の通りです。

①管材類

　当中間連結会計期間における管材類は、素材高を背景とした値上げが順次続いております。

主要な商品

パイプ

継手

バルブ

化成品

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は20,970百万円（同＋12.2％）となりました。

素材情報を毎日入手し、的確な品物
の確保と市況対応で安定した供給体
制を整えている。

内　　　　　　訳

樹脂化への切替が進み、さらに需要
増が見込まれる。フルライン化によ
る全メーカーの取扱いの体制をと
る。

品揃えを拡大することにより、即納
ニーズに応える体制を取る。また、
自社での自動弁の組立てにより、納
期短縮を図っている。

旧値枠の確保と供給により、市場の
安定化を図っている。

当社の対応

平成18年度見込

塩ビ樹脂、オレフィン系素材の値上が済
み、価格の定着が図られてきた。

砲金、ステンレス製品の値上が浸透中。
但し、工場向け物件が好調に推移し欠品
が発生し、納期遅延が起きている。

金属パイプ同様、鉄管継手が亜鉛の影響
で値上し、ステンレス系もすべての商品
が値上となった。

銅地金、ニッケル、亜鉛等の非鉄系素材
の高騰が続き、関連商品の値上が続く。
特にパイプは月次の値決めに移行し、市
況対応を図っている。

市　場　動　向

－　５　－



②衛生陶器、金具類（ＴＯＴＯ製品）

　新設住宅着工は、貸家と分譲を中心に伸長。リフォーム需要も底堅く推移しましたが、銅を

始めとする素材価格の高騰により、衛生陶器、水栓金具、プラスチック製品等の価格改定（７

月）が行なわれました。

主要な商品

レストルーム
(トイレ廻り商品)

バス、キッチン、
洗面
（システム商品）

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は16,451百万円（同＋1.9％）となりました。

③住宅設備機器類

　全体的に堅調といえるリフォーム、取替需要に支えられたこと、また高価な多機能型機器に

消費者ニーズがシフトしつつあることなどから、総じて順調に推移しました。

主要な商品

給湯機器

厨房設備

浴室設備

洗面設備

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は7,034百万円（同＋11.4％）となりました。

④空調、ポンプ、その他

　空調機器は素材高を背景とした値上げやオール電化への流れがありました。また、換気設備､

ポンプも高機能化による価格の引上げがみられました。

主要な商品

空調機器

換気設備

ポンプ・水槽

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は7,988百万円（同＋16.2％）となりました。

システム洗面やユーティリティ対応商
品、個性的なボール、水栓、シャワー搭
載商品が市場へ。

単体からシステム洗面まで多様な
ニーズに対応。

静音型シンクや上下する食器棚など、使
い勝手を追求した商品が多く発売。高級
品と普及品に二分化。

照明やシャワー、手すり等を工夫した商
品、ユニバーサルデザイン商品が発売。
集合用はマンション好調。取替需要が顕
在化。

各メーカーとの情報交換の機会を増
やし、ショールームを使った研修会
の実施。施工力、現場調査力の強
化。

施工、現場調査力の強化。納入、完
了管理まで徹底。集合取替需要対
応。

「フチなし、トルネード便器」やウォ
シュレット一体型「ネオレスト・シリー
ズ」など、使いやすさと環境性を配慮し
た商品の売上が伸長。一方、貸家･分譲
向けに低価格化も浸透。

市　場　動　向 当社の対応

新築需要への対応、トイレリモデル
需要への対応を各々展開。洗浄便座
は主力として品揃え。

システム商品と受注の際に必要とな
る施工管理能力の向上を目的に、研
修、ＩＴ化を推進。

市　場　動　向

ガス、石油機器は暖房兼用型、高性能型
が市場単価を押し上げ台数減をカバー。
オール電化の進展によりエコキュートが
普及。

当社の対応

高機能機による戸建分野への対応
と、単機能機による集合物件対応。
エコキュート研修、取組みを強化。

「魔法びん浴槽」を搭載したシステムバ
ス、デザイン性、快適性を追及したシス
テムキッチン、洗面化粧台等の新商品が
発売され、売上伸長。

市　場　動　向

エアコンは高級型と普及型で市場を二
分。パッケージ型は従来の配管、配線が
使える簡易取替型が一般化。

ポンプ、水槽ともに更新需要の取り
込みと産機（工場）分野の開拓。

ビル、産業系は空質・省エネ重視の
トータル提案。

エアコンは集合物件タイプとあわ
せ、高機能機への取組みを強化。機
種選定の能力強化。

ポンプは取り替え需要が堅調ながら台数
は横ばい。水槽は都市部の増圧ポンプの
置換えが進行。

市場規模は横這い。集合住宅用24時間換
気対応品が増加。工場設備用途は増加。

当社の対応
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（２）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結

会計期間末に比べ212百万円増加（同＋17.4％）し、当中間連結会計期間末には1,435百万円と

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）

　営業活動の結果、得られた資金は2,489百万円（同＋18.0％）となりました。これは主に税

金等調整前中間純利益が711百万円計上されたこと及び売上債権の減少等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は950百万円（同△24.5％）となりました。これは主に有形

固定資産や投資有価証券の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は1,530百万円（同△3.4％）となりました。これは主に長期

借入金の返済及び社債償還によるものです。

　以上により、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,435百万円となりました｡
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キャッシュ・フロー指標

平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率（％） 19.3％ 20.7％ 20.6％ 21.6％

時価ベースの自己資本比率（％） 16.0％ 21.3％ 25.9％ 22.1％

債務償還年数（年） 10.1年 4.7年 3.1年 2.9年

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.8倍 12.6倍 8.4倍 13.4倍

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　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、期末株価終値×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､連結キャッシュ･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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

　を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッ

　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）通期の業績の見通し

　平成18年度の建設投資は、民間住宅の堅調な推移、設備投資拡大に伴なう民間非住宅の好調

さ、公共投資の抑制等が予想され、当社グループに関連する建設業界の市場規模は昨年とほぼ

同額と予想しております。

　このような環境下、当社グループは経営戦略として定めた前述の基本取組みに基づき、既存

分野でのシェアアップ、新規出店を含め各地域ごとの新規開拓に邁進したことにより、今期単

体ベースでは､売上高102,000百万円、経常利益1,700百万円、当期純利益950百万円を見込んで

おります。また､大明工機㈱、㈱ハットリビングを加えた連結ベースで売上高106,000百万円、

経常利益1,800百万円、当期純利益1,000百万円を見込んでおります。

（４）事業等のリスク

①建設投資動向の影響について

　当社グループが卸販売を行っている鋼管、継手、バルブなどの管工機材、衛生陶器、住宅機器

等は、民間住宅設備投資を中心とする建設投資に関連して需要が発生します。このため、当社グ

ループの業績はこれら建設投資動向の変動により影響を受ける可能性があります。

②仕入価格の変動について

　当社グループの取扱う商品の仕入価格は、仕入先のメーカーにおける原材料仕入価格の変動等

により、変動する可能性があります。

　当社グループでは仕入価格の変動に対し迅速かつ柔軟に対応していく所存でありますが、仕入

価格が短期間に大きく変動した場合、仕入価格の変動を販売価格に転嫁するまでに一定の期間を

要するため、充分な価格転嫁ができない期間が生じることから、売上総利益率の低下を招き、当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
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③取引先の信用リスクについて

ａ）長期滞留債権について

　当社グループの販売先は主に建設関連資材等の二次卸会社となっておりますが、建設関連業界

を取巻く近年の厳しい経営環境を反映して、長期滞留債権に対しては担保等、回収可能性がある

ものを除き、貸倒引当金として計上しております。

　当社グループは販売先の信用リスクにつきまして、慎重な信用調査を実施しておりますが、今

後販売規模を拡大していく中、想定以上の貸倒れが発生した場合、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

ｂ）貸付金について

　当社グループでは、地域的に営業上重要性が高いと判断した特定の得意先に対して、長・短期

の貸付を行っております。当中間連結会計期間末の連結ベースにおけるこれら貸付金残高は、取

引先９社に対し2,063百万円となっており、当該貸付金に対する担保245百万円控除後の1,818百

万円に対しては、回収可能性があるものを除き、貸倒引当金として計上しております。

　なお、貸付方針としては営業上の観点から、個別に精査し、原則として期中の短期運転資金の

みに限定しております。

　これら貸付先企業の中には、債務超過となっている企業、あるいは直近期において赤字を計上

している企業があり、当社グループは今後も取引先への貸付について、慎重な信用調査により対

応していく所存でおりますが、取引先の経営状態が想定以上に悪化した場合などに、債権回収が

滞ることにより、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

ｃ）手形割引について

　当社は、平成18年９月に東京都より貸金業者の登録更新を受け、取引先に対する当該業務を拡

大させていく方針であります。これは当社が取引先の資金繰りを支援し、取引先が営業活動に専

念することが当社グループの業績に対してもプラスとなる面が大きいとの判断によるものですが､

当該業務におきまして、手形振出先企業の経営状態の悪化等により、当社グループの業績が影響

を受ける可能性があります。

④特定仕入先への依存について

　当中間会計期間の当社グループの連結ベースにおける仕入総額の31.4％が、東陶機器株式会社

からの仕入となっております。当社の取扱う衛生陶部門の大部分の商品が同社からの仕入による

ものであり、今後何らかの要因により同社との取引が不能となった場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑤法的規制等について

　当社グループの主な仕入先である管工機材、衛生陶器、住宅機器等のメーカーは、「水道法」

「建築基準法」「リサイクル関連法」等の法的規制の影響を受ける可能性があり、過年度におき

ましては、これら法的規制の改正が、当社グループの仕入先メーカーの生産コストを押し上げる

要因となった事例があります。

　このため､今後当社グループの取引先に関連する法的規制の強化・緩和・改正・改定等により､

当社グループの業績が影響を受け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

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. 1,222   1,435   1,426   

2. ※９ 18,007  19,053  21,454  

3. 5,307   5,342   5,071   

4. ※８ 2,101   415     545     

5. 1,068   1,001   837     

△92    △114   △124   

流動資産合計 27,615  65.0  27,133  65.5  29,211  67.5  

Ⅱ 固定資産

1. ※１

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,972   2,045   2,012   

(2) 土地 ※２ 5,748   5,888   5,722   

(3) その他 94      7,815   104     8,038   104     7,839   

2. 59      40      48      

3.

(1) 投資有価証券
※２
※３

3,640   3,339   3,319   

(2) 敷金及び保証金 509     521     515     

(3) 長期貸付金 2,146   1,709   1,767   

(4) その他　　　 2,600   2,713   3,146   

貸倒引当金 △1,870 7,026 △2,098 6,184 △2,551 6,197   

固定資産合計 14,900  35.0  14,263  34.5  14,086  32.5  

資産合計 42,516  100.0 41,397  100.0 43,297  100.0 

有形固定資産

たな卸資産

現金及び預金

投資その他の資産

無形固定資産

貸倒引当金

債権売却未収入金等

(平成17年9月30日)

前中間連結会計期間末

受取手形及び売掛金

その他

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)
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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. ※９ 19,097  21,484  21,354  

2. ※２ 40      - 10      

3. 1,650   1,996   2,485   

4. 1,000   2,000   1,000   

5. 175     190     725     

6. 245     218     189     

7.
※３
※７

1,492   990     995     

流動負債合計 23,702  55.7  26,879  64.9  26,761  61.8  

Ⅱ 固定負債

1. 3,600   1,600   3,100   

2. ※２ 3,344   1,347   1,660   

3. 553     442     559     

4. 711     711     711     

5. 536     582     566     

6. 82      - 54      

7. 負ののれん - 27      -

8. 1,195   883     942     

固定負債合計 10,023  23.6  5,594   13.5  7,595   17.6  

負債合計 33,725  79.3  32,474  78.4  34,356  79.4  

（少数株主持分）

少数株主持分 -       -    -       -    -       -    

（資本の部）

Ⅰ 542     1.3   - - 542     1.3   

Ⅱ 434     1.0   - - 434     1.0   

Ⅲ 6,283   14.8  - - 6,712   15.5  

Ⅳ 712     1.7   - - 554     1.3   

Ⅴ 817     1.9   - - 696     1.6   

Ⅵ △0     △0.0 - - △0     △0.0 

8,790   20.7  - - 8,940   20.6  

42,516  100.0 - - 43,297  100.0 

（純資産の部)

Ⅰ

1. 資本金 - - 542     1.3   - -

2. 資本剰余金 - - 434     1.1   - -

3. 利益剰余金 - - 7,002   16.9  - -

4. 自己株式 - - △106   △0.3 - -

株主資本合計 - - 7,873   19.0  - -

Ⅱ

1. - - 495     1.2   - -

2. 土地再評価差額金 - - 554     1.4   - -

- - 1,049   2.6   - -

- - 8,923   21.6  - -

- - 41,397  100.0 - -

一年内償還予定の社
債

短期借入金

退職給付引当金

その他

長期借入金

連結調整勘定

預り保証金

役員退職慰労引当金

社債

一年内返済予定の長
期借入金

自己株式

未払法人税等

賞与引当金

その他

資本金

資本剰余金

利益剰余金

土地再評価差額金

負債、少数株主持分
及び資本合計

資本合計

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)

支払手形及び買掛金

当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

前中間連結会計期間末

(平成17年9月30日)

その他有価証券評価差
額金

株主資本

評価･換算差額等

純資産合計

負債及び純資産合計

その他有価証券評価
差額金

評価･換算差額等合計
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(２) 中間連結損益計算書

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 48,025  100.0 52,443  100.0 102,584 100.0 

Ⅱ 売上原価 43,372  90.3  47,502  90.6  93,006  90.6  

売上総利益 4,652   9.7   4,941   9.4   9,577   9.4   

Ⅲ ※１ 4,099   8.6   4,382   8.4   8,151   8.0   

営業利益 553     1.1   558     1.0   1,425   1.4   

Ⅳ 営業外収益

1. 受取利息 52      82      138     

2. 受取配当金 22      18      36      

3. 仕入割引 211     234     437     

4. 賃貸収入 88      95      181     

5. その他 63      438     0.9   88      518     1.0   111     906     0.9   

Ⅴ 営業外費用

1. 支払利息 101     87      195     

2. 手形売却損 68      99      138     

3. 売上割引 118     139     -

4. その他 61      349     0.7   56      382     0.7   383     717     0.7   

経常利益 641     1.3   694     1.3   1,614   1.6   

Ⅵ 特別利益

1. 土地売却益 - - 5       

2. 4       107     860     

3. 収用補償金 - 4       0.0   - 107     0.2   203     1,069   1.0   

Ⅶ 特別損失

1. - 69      937     

2. 債権譲渡損 - - 135     

3. 商品評価損 - - 64      

4. 固定資産除却損 4       21      6       

5. 会員権評価損 - - 35      

6. リース解約損 16      - 16      

7. 減損損失 ※２ 3       - 3       

8. その他 -       25      0.0   - 91      0.1   2       1,201   1.2   

620     1.3   711     1.4   1,482   1.4   

166     197     879     

106     272     0.6   107     304     0.6   △264   614     0.6   

少数株主損失 0       0.0   -       -    -       -    

347     0.7   406     0.8   867     0.8   

（自 平成17年4月 1日
　　至 平成18年3月31日）

当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約連結損益計算書

中間（当期）純利
益

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）

（自 平成18年4月 1日
　　至 平成18年9月30日）

販売費及び一般管
理費

法人税等調整額

法人税、住民税及
び事業税

税金等調整前中間
（当期）純利益

投資有価証券売
却益

貸倒引当金繰入
額
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(３) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
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 （自 平成17年４月１日
　至 平成17年９月30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 434       434       

Ⅱ 434       434       

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,116     6,116     

Ⅱ 利益剰余金増加高

1. 347       867       

2. - 347       △2       864       

Ⅲ 利益剰余金減少高

1. 175       263       

2. 5         180       5         268       

Ⅳ 6,283     6,712     

中間連結株主資本等変動計算書

利益剰余金中間期末
（期末）残高

資本剰余金中間期末
（期末）残高

配当金

中間（当期）純利益

土地再評価差額金取
崩額

役員賞与

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

資本金
資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額合
計

平成18年３月31日残高 542     434     6,712   △0     7,689   696     554     1,251   8,940   

剰余金の配当(注) △109   △109   △109   

役員賞与(注) △6     △6     △6     

中間純利益 406     406     406     

自己株式の取得 △106   △106   △106   

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)

△201   - △201   △201   

- - 290     △106   184     △201   - △201   △17    

平成18年９月30日残高 542     434     7,002   △106   7,873   495     554     1,049   8,923   

(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。

中間連結会計期間中の
変動額

純資産合
計

中間連結会計期間中の
変動額合計

－　１３　－



（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

Ⅰ

税金等調整前中間（当期）純利益 620                711                1,482              

減価償却費 63                 68                 132                

連結調整勘定償却額 △27               -                  △55               

負ののれん償却額 -                  △27               -                  

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14                 △117              20                 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22               -                  △22               

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41                 △463              939                

賞与引当金の増減額（△は減少） 1                  28                 △54               

受取利息及び受取配当金 △75               △100              △175              

仕入割引 △211              △234              △437              

支払利息 101                87                 195                

手形売却損 68                 99                 138                

投資有価証券売却損益 -                  △107              △860              

減損損失 3                  -                  3                  

売上債権の増減額（△は増加） 1,649              3,086              △2,112            

たな卸資産の増減額（△は増加） △288              △271              △53               

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 488                130                2,044              

仕入債務の増減額（△は減少） △716              119                1,608              

役員賞与の支払額 △5                △6                △5                

その他 371                101                △12               

　　小計 2,079              3,103              2,777              

利息及び配当金の受取額 283                306                607                

利息の支払額 △167              △186              △331              

法人税等の支払額 △83               △734              △260              

法人税等の還付額 0                  - 0                  

2,110              2,489              2,792              

Ⅱ

投資有価証券の取得による支出 △672              △1,269            △763              

投資有価証券の売却による収入 7                  761                1,336              

貸付けによる支出 △1,216            △1,316            △1,812            

貸付金の回収による収入 915                1,140              1,833              

有形固定資産の取得による支出 △279              △280              △423              

有形固定資産の売却による収入 -                  -                  38                 

会員権売却による収入 3                  20                 3                  

その他 △15               △5                182                

△1,258            △950              394                

Ⅲ

短期借入金の純増減額（△減少額） △40               △10               △70               

長期借入金の返済による支出 △910              △801              △1,759            

社債の償還による支出 △500              △500              △1,000            

自己株式の取得による支出 -                  △106              △0                

株式貸借取引による収入 115                △3                △621              

配当金の支払額 △175              △109              △263              

前期金利スワップ解約損の支払 △74               -                  -                  

その他 △0                -                  △0                

△1,584            △1,530            △3,714            

Ⅳ -                  -                  -                  

Ⅴ △732              8                  △528              

Ⅵ 1,954              1,426              1,954              

Ⅶ -                  -                  -                  

Ⅷ ※１ 1,222              1,435              1,426              

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の中間期末（期末）残高

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に係る換算差額

現金及び現金同等物の増加額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

　至 平成18年 9月30日） 　至 平成18年 3月31日）

区分

営業活動によるキャッシュ・フロー

前連結会計年度の要約
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

当中間連結会計期間前中間連結会計期間

金額（百万円）金額（百万円）金額（百万円）

　至 平成17年 9月30日）
（自 平成17年 4月 1日 （自 平成18年 4月 1日 （自 平成17年 4月 1日
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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

　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日 　　（自 平成17年４月１日

１．連結の範囲に (1)連結子会社の数 ２社 (1)連結子会社の数 ２社 (1)連結子会社の数 ２社

関する事項 　連結子会社の名称 　連結子会社の名称 　連結子会社の名称

大明工機株式会社 大明工機株式会社 大明工機株式会社

株式会社ハットリビング 株式会社ハットリビング 株式会社ハットリビング

(2)非連結子会社名 (2)非連結子会社名 (2)非連結子会社名

２．持分法の適用 持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社

に関する事項

３．連結子会社の 　連結子会社の中間決算日は、中 同左 　連結子会社の決算日は、連結決

中間決算日 間連結決算日と一致しております｡ 算日と一致しております｡

（決算日）等

に関する事項

４．会計処理基準 (イ)重要な資産の評価基準及び評 (イ)重要な資産の評価基準及び評 (イ)重要な資産の評価基準及び評

に関する事項 　価方法 　価方法 　価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　　中間連結決算日の市 　　　　中間連結決算日の市 　　　　連結決算日の市場価

　　　場価格等に基づく時価 　　　場価格等に基づく時価 　　　格等に基づく時価法

　　　法（評価差額は全部資 　　　法（評価差額は全部純 　　　（評価差額は全部資本

　　　本直入法により処理し､ 　　　資産直入法により処理 　　　直入法により処理し、

　　　売却原価は移動平均法 　　　し、売却原価は移動平 　　　売却原価は移動平均法

　　　により算定） 　　　均法により算定） 　　　により算定）

　　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 同左 同左

　　　法

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 ③たな卸資産 ③たな卸資産

　商品 　商品 　商品

　　主として総平均法による 同左 同左

　低価法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償 (ロ)重要な減価償却資産の減価償 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

　却の方法 　却の方法 　却の方法

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産

　建物（附属設備を除く） 同左 同左

…定額法 

　但し、連結子会社は定率法

　その他…定率法

　　なお、主な耐用年数は次

　のとおりであります。

　　建物及び構築物…

３～50年 

　　機械装置及び運搬具…

４～17年 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

　　営業権については、取得 　　のれんについては、取得 　　営業権については、取得

　後５年間の均等償却 　後５年間の均等償却 　後５年間の均等償却

　　ソフトウエア（自社利用 　　ソフトウエア（自社利用 　　ソフトウエア（自社利用

　分）については、社内にお 　分）については、社内にお 　分）については、社内にお

　ける利用可能期間（５年） 　ける利用可能期間（５年） 　ける利用可能期間（５年）

　に基づく定額法 　に基づく定額法 　に基づく定額法

③長期前払費用 ③長期前払費用 ③長期前払費用

　定額法 同左 同左

前連結会計年度

　　　至 平成18年３月31日）

前中間連結会計期間

　　　至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　至 平成18年９月30日）
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　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日 　　（自 平成17年４月１日

(ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に 同左 同左

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｡

②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備え 同左 　従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づく るため、支給見込額に基づく

当中間連結会計期間負担額を 連結会計期間負担額を計上し

計上しております。 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 同左 　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお 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 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 産の見込額に基づき、計上し

連結会計期間末において発生 ております。

していると認められる額を計 　なお、連結子会社について

上しております。 は、簡便法により計上してお

　なお、連結子会社について ります。

は、簡便法により計上してお 　数理計算上の差異は、その

ります。 発生時の従業員の平均残存勤

　数理計算上の差異は、各連 務期間以内の一定の年数（10

結会計年度の発生時における 年）による定額法により翌連

従業員の平均残存勤務期間以 結会計年度から費用処理する

内の一定の年数（10年）によ こととしております。

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。

（追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の

施行に伴い、平成18年４月に

退職一時金制度の一部につい

て確定拠出年金制度へ移行し､

「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用

しております。

　本移行に伴う影響額は営業

外収益として22百万円計上さ

れております。

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 同左 　役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づき、 備えるため、内規に基づき、

中間期末要支給額の100％を 期末要支給額の100％を計上

計上しております。 しております。

(ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)重要なリース取引の処理方法 (ニ)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 同左 同左

　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。

前連結会計年度

　　　至 平成18年３月31日）

前中間連結会計期間

　　　至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　至 平成18年９月30日）
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　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日 　　（自 平成17年４月１日

(ホ)重要なヘッジ会計の方法 (ホ)重要なヘッジ会計の方法 (ホ)重要なヘッジ会計の方法

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

　繰延ヘッジ処理を採用して 同左 同左

おります。なお、特例処理の

要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用し

ております。

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 　ヘッジ手段 　ヘッジ手段

　　金利スワップ取引 同左 同左

　ヘッジ対象 　ヘッジ対象 　ヘッジ対象

　　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

　金利変動リスクに備えキャ 同左 同左

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。

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･ 同左 同左

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により、有効性の評価を

行っております。

　ただし、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ものについては、有効性の評

価を省略しております。

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成 (ヘ)その他中間連結財務諸表作成 (ヘ)その他連結財務諸表作成のた

　　のための基本となる重要な事 　　のための基本となる重要な事 　　めの基本となる重要な事項

　　項 　　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

　消費税及び地方消費税の会 同左 同左

計処理は、税抜方式によって

おります。

５．中間連結ｷｬｯ 　手許現金、随時引き出し可能な 同左 同左

ｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 預金及び容易に換金可能であり、

（連結ｷｬｯｼｭ かつ、価値の変動について僅少な

･ﾌﾛｰ計算書) リスクしか負わない取得日から３

における資金 ヶ月以内に償還期限の到来する短

の範囲 期投資からなっております。

前連結会計年度

　　　至 平成18年３月31日）

前中間連結会計期間

　　　至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　至 平成18年９月30日）
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会計処理の変更

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

　　　 　（自 平成17年４月１日 　　　 　（自 平成18年４月１日 　　　 （自 平成17年４月１日
　 　　　　至 平成17年９月30日） 　 　　　　至 平成18年９月30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から「固定資産の減損 　当連結会計年度から「固定資産の減損に

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る 係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計 計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

審議会　平成14年８月９日））及び「固定資 議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業 の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会 計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計

計基準適用指針第６号）を適用しておりま 基準適用指針第６号）を適用しております｡

す。 　これにより税金等調整前当期純利益が３百

　これにより税金等調整前中間純利益が３百 万円減少しております。

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

　なお、減損損失累計額については、改正後 の連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金

の中間連結財務諸表規則に基づき当該各資産 額から直接控除しております。

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

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

8,923百万円であります。

　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

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

（企業結合に係る会計基準等）

　当中間連結会計期間から「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

基準及び事業分離等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。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　中間連結財務諸表規則の改正による中間連

結財務諸表の表示に関する変更は以下のとお

りであります。

（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、「負の

のれん」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、

「負ののれん償却額」と表示しております。
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注　記　事　項
（中間連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価 1,722百万円 1,831百万円 1,779百万円

償却累計額

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の担 (1) 資産のうち次のとおり債務の担 (1) 資産のうち次のとおり債務の担

　　保に供しております。 　　保に供しております。 　　保に供しております。

　　なお、当該金額は、下記(2)の 　　なお、当該金額は、下記(2)の 　　なお、当該金額は、下記(2)の

　　建物及び構築物（206百万円） 　　建物及び構築物（202百万円） 　　建物及び構築物（213百万円）

　　並びに土地（2,723百万円）を 　　並びに土地（2,723百万円）を 　　並びに土地（2,723百万円）を

　　含んでおります。 　　含んでおります。 　　含んでおります。

建物及び構築
物

463百万円
建物及び構築
物

466百万円
建物及び構築
物

477百万円

土地 3,398百万円 土地 3,398百万円 土地 3,398百万円

（下記(2)土地を含む） （下記(2)土地を含む） （下記(2)土地を含む）

　　計 3,862百万円 　　計 3,865百万円 　　計 3,876百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

長期借入金 2,050百万円 長期借入金 1,659百万円 長期借入金 2,050百万円

(2) 取引上の債務に対する保証とし (2) 取引上の債務に対する保証とし (2) 取引上の債務に対する保証とし

　て次の資産を担保に供しておりま 　て次の資産を担保に供しておりま 　て次の資産を担保に供しておりま

　す。 　す。 　す。

建物及び構築
物

206百万円
建物及び構築
物

202百万円
建物及び構築
物

213百万円

土地 2,723百万円 土地 2,723百万円 土地 2,723百万円

投資有価証券 422百万円 投資有価証券 540百万円 投資有価証券 624百万円

　　計 3,351百万円 　　計 3,466百万円 　　計 3,560百万円

※３．貸付投資有価証券 　投資有価証券のうち、1,079百万 　投資有価証券のうち、124百万円 　投資有価証券のうち、125百万円

円については貸株に供しており、そ については貸株に供しており、その については貸株に供しております。

の担保として受け入れた838百万円 の担保として受け入れた97百万円は

は流動負債その他に計上しておりま 流動負債その他に計上しております｡

す。

　４．保証債務 　従業員の住宅建設資金の借入金53 　従業員の住宅建設資金の借入金47 　従業員の住宅建設資金の借入金49

百万円につき、㈱三井住友銀行に債 百万円につき、㈱三井住友銀行に債 百万円につき、㈱三井住友銀行に債

務保証を行っております。 務保証を行っております。 務保証を行っております。

　５．手形債権流動化に伴 401百万円 2,780百万円 2,262百万円

う買戻義務額

　６．受取手形割引高 受取手形割引高 383百万円 受取手形割引高 797百万円 受取手形割引高 141百万円

※７．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は 同左

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。

※８．債権売却未収入金等 　債権売却未収入金等は、信託方式 　債権売却未収入金等は、信託方式 　債権売却未収入金等は、信託方式

による受取手形債権の流動化に伴い による受取手形債権の流動化に伴い による受取手形債権の流動化に伴い

保有する劣後信託受益権(301百万 保有する劣後信託受益権(196百万

円)及びファクタリング方式による 円)及びファクタリング方式による 円)及びファクタリング方式による

流動化に伴う当該債権の支払留保未 流動化に伴う当該債権の支払留保未 流動化に伴う当該債権の支払留保未

収額(1,800百万円)であります。 収額(219百万円)であります。 収額(199百万円)であります。

※９．中間連結会計期間末 　中間連結会計期間末日満期手形の

日満期手形 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

は金融期間の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形が

中間連結会計期間末残高に含まれて

おります。

受取手形 4百万円

支払手形 1,059百万円

保有する劣後信託受益権(346百万

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

－　１９　－



（中間連結損益計算書関係）

　　 （自 平成17年４月１日 　　 （自 平成18年４月１日 　　 （自 平成17年４月１日
　　　 至 平成17年９月30日） 　　　 至 平成18年９月30日） 　　　 至 平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要

　　な費目及び金額は次のとおりであり 　　な費目及び金額は次のとおりであり 　　な費目及び金額は次のとおりであり

　　ます。 　　ます。 　　ます。

585百万円 646百万円 1,205百万円

47百万円 給与手当 1,706百万円 3,351百万円

1,528百万円 賞与引当金繰入額 218百万円 189百万円

245百万円 68百万円 139百万円

70百万円 7百万円

7百万円 1百万円

※２　減損損失 ※２　減損損失

　当社グループは、以下の資産グルー 　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いたしまし プについて減損損失を計上いたしまし

た。 た。

用途 種類 場所 用途 種類 場所

大明工機㈱
日南営業所

土地及び
建物

宮崎県日南市
大明工機㈱
日南営業所

土地及び
建物

宮崎県日南市

　当社グループは、事業用資産につい 　当社グループは、事業用資産につい

て事業所単位で資産のグルーピングを て事業所単位で資産のグルーピングを

行っております。 行っております。

　当中間連結会計期間において、継続 　当連結会計年度において、継続的な

的な地価の下落及び資産グループ単位 地価の下落及び資産グループ単位の収

の収益性等を踏まえて検証した結果、 益性等を踏まえて検証した結果、営業

営業損益が悪化し、短期的な業績の回 損益が悪化し、短期的な業績の回復が

復が見込まれないことにより、帳簿価 見込まれないことにより、帳簿価額を

額を回収可能価額まで減額し、当該減 回収可能価額まで減額し、当該減少額

少額を減損損失（3百万円）として特 を減損損失（3百万円）として特別損

別損失に計上いたしました。 失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額 　なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産鑑定評価 により測定しており、不動産鑑定評価

額から処分費用見込額を差し引いて算 額から処分費用見込額を差し引いて算

定しております。 定しております。

前中間連結会計期間

運賃及び荷造費

貸倒引当金繰入額

給与手当

賞与引当金繰入額

退職給付費用

役員退職慰労引当金
繰入額

退職給付費用

当中間連結会計期間

運賃及び荷造費

前連結会計期間

運賃及び荷造費

貸倒引当金繰入額

給与手当

賞与引当金繰入額

退職給付費用

役員退職慰労引当金
繰入額
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

（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 当中間連結会計期間

　　 （自 平成17年４月１日 　　 （自 平成18年４月１日 　　 （自 平成17年４月１日
　　　 至 平成17年９月30日） 　　　 至 平成18年９月30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 ※１　現金及び現金同等物の中間期末残 ※１　現金及び現金同等物の期末残高と

　　高と中間連結貸借対照表に掲記され 　　高と中間連結貸借対照表に掲記され 　　連結貸借対照表に掲記されている科

　　ている科目の金額との関係 　　ている科目の金額との関係 　　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

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

1,222 1,435 1,426

1,222 1,435 1,426

（リース取引関係）
　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

現金及び預金

現金及び現金同等物
の期末残高

前連結会計期間

現金及び現金同等物

現金及び預金 現金及び預金

現金及び現金同等物

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
当中間連結会計期間増加
株式数

当中間連結会計期間減少
株式数

当中間連結会計期間末株
式数

 発行済株式

 　　普通株式 8,798,782            - - 8,798,782            

合計 8,798,782            - - 8,798,782            

 自己株式

 　　普通株式（注） 240                  100,000              - 100,240              

合計 240                  100,000              - 100,240              

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付けによる増加であります。

　２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（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 109              12円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月29日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年11月22日
取締役会

普通株式 108           利益剰余金 12円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月14日
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　（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成17年9月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 1,187 2,556 1,368

（2）その他 990 1,003 13

合計 2,177 3,559 1,381

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）

その他有価証券

非上場株式 81

（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
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 780 1,634 853

（2）その他 1,628 1,624 △ 3

合計 2,409 3,259 849

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）

その他有価証券

非上場株式 80

（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
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 765 1,959 1,194

（2）その他 1,289 1,280 △ 8

合計 2,054 3,240 1,185

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）

その他有価証券

非上場株式 79

（デリバティブ取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

取得原価（百万円）

取得原価（百万円）

取得原価（百万円）
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（セグメント情報）
【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、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）において、当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業者として、同一セグメン

トに属する管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類及び空調類の仕入、販売を行なっております。

　当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【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）、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）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。

【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）、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）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日 　　（自 平成17年４月１日
　　　至 平成17年９月30日） 　　　至 平成18年９月30日） 　　　至 平成18年３月31日）

１株当たり純資産額  １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

999円13銭 1,025円83銭 1,015円37銭 

１株当たり中間純利益金額  １株当たり中間純利益金額  １株当たり当期純利益金額

39円54銭 46円39銭 97円85銭 

　なお、潜在株式調整後１株当た  　なお、潜在株式調整後１株当た  　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  り中間純利益金額については、潜  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  在株式が存在しないため記載して  在株式が存在しないため記載して

おりません。  おりません。  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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日
　至 平成17年９月30日）　至 平成18年９月30日） 　至 平成18年３月31日）

中間（当期）純利益 347百万円 406百万円 867百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円 6百万円

347百万円 406百万円 860百万円

期 中 平 均 株 式 数 8,798,592株 8,765,209株 8,798,567株

普通株式に係る中間（当
期）純利益

－　２３　－



（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（売上高の状況）

商品別売上高 （単位：百万円）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日
　至 平成17年９月30日） 　至 平成18年９月30日） 　至 平成18年３月31日）

％ ％ ％

18,690 38.9   20,970 40.0   40,483 39.5   

16,144 33.6   16,451 31.4   33,610 32.8   

6,313 13.2   7,034 13.4   14,187 13.8   

6,877 14.3   7,988 15.2   14,303 13.9   

48,025 100.0  52,443 100.0  102,584 100.0  合　　　計

管 材 類

衛生陶器 ・ 金具類

住 宅 設 備 機 器 類

空調・ポンプ・その他

－　２４　－




