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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 6,431 (1.7) △365  （―） △332  （―）

17年9月中間期 6,320 (△12.7) △650  （―） △638  （―）

18年3月期 14,743  △873  △844  

 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 2,234 (　―　) 120 34 ― ―

17年9月中間期 △682 (　―　) △36 73 ― ―

18年3月期 △2,294  △123 54 ― ―

（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 18,565,490株 17年9月中間期 18,577,774株 18年3月期 18,574,011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 9,875 4,348 44.0 234 27

17年9月中間期 11,962 3,657 30.5 196 90

18年3月期 11,782 2,275 19.3 122 53

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 18,562,500株 17年9月中間期 18,572,470株 18年3月期 18,567,274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 △774 3,287 △2,409 255

17年9月中間期 △87 151 △105 255

18年3月期 △269 716 △590 152

(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 1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（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 15,350  130  2,625  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 141円05銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

企業集団の概況

当社の企業集団は、当社および子会社１社（パロット株式会社）で構成され、当社は、ハンカチ－フ、スカ－フ、エ

プロン、タオル等の卸売業が主たる事業で、子会社（１社）は、当社の商品（ハンカチ－フ）を製造し、当社に販売し

ております。

事業の系統図は次の通りであります。

 
百 貨 店 量 販 店 

専 門 店 

小 売 店 
そ の 他 

当      社 

ハンカチーフ、スカーフ、 
エプロン、タオル製造業者 

連  結  子  会  社 
（パ ロ ッ ト 株 式 会 社） 

( 

販
売 )

 
 

商
品 

( 

仕
入 )

 
 

商
品 

( 

仕
入 )

 
 

商
品 

 関係会社の状況は次の通りであります。

名称 住所

資本金又

は出資金

（百万円）

主要な事業の内容

議決権の所有（被所有）割合

関係内容
所有割合

（％）

被所有割合

（％）

（連結子会社）

パロット㈱

 （注）１

横浜市南区 10 ハンカチーフ製造 100 －
当社の商品を製造し、当

社に販売しております。

（その他の関係会社）

 　一広(株)

 （注）３

愛媛県今治市 80 タオル製品製造及び販売 －
20.72

 （1.18）

当社に商品を販売しており

ます。

役員の兼任・・・有

（その他の関係会社）

 　伊藤忠商事(株)

 （注）２．４

大阪市中央区 202,241 総合商社 － 18.78

当社に商品を販売しており

ます。

役員の兼任・・・有

（注）１．上記子会社は、特定子会社に該当します。

２．有価証券報告書提出会社であります。

３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

４．持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているためその他の関係会社としたものであります。
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２．経営方針及び経営成績

(1）経営方針

（経営の基本方針）

　当社グループは、ファッションを先取りするインターモード川辺として［1］常に業界をリードし、［2］正しい商

道と、［3］無限の可能性に挑戦する。ことを基本方針としております。

　常に視点を消費者に向け、「顧客満足第一」を念頭に置き、絶えず変化する消費動向に対応すべく、新たな販売チャ

ンネルの開拓と製品の開発に取り組み、時代の一歩先を見据え、お客様に十分満足頂ける製品を提供しつづける企業

でありたいと考えます。

（会社の利益配分に関する基本方針）

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けており、アパレル業界におけ

るファッショントレンドに対応した迅速な商品開発を行い、消費者に密着した商品作りに努め、会社の競争力を維持・

強化するとともに、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。

（目標とする経営方針）

　当社は、川辺新３ヵ年計画（平成19年３月期）における経営指標の目標を以下の通りに置き、採算性の向上を最重

要課題として、より強固な経営基盤の確立に努めます。

　　　　　①　総資本経常利益率（連結）　　　　　2.1 ％

　　　　　②　株主資本利益率　（連結、ＲＯＥ）　3.8 ％

（中長期的な経営戦略）

　・新規ビジネスモデルの構築強化

　・在庫管理の徹底

　・ブランドライセンスのスクラップアンドビルド

　・原価低減施策の推進

　・子会社への生産部門特化による採算性向上

　・資産の有効活用

　以上、川辺新３ヵ年計画の実行・推進により、経営基盤の再構築とこれによる安定収益構造の確立を図ります。

（会社の対処すべき課題）

　当社グループは、多様化する消費者ニーズと時代背景を的確に捕らえ、魅力ある商品をより早く市場に提供し、シェ

アの拡大を図るべくマーケティング戦略と効率的商品政策を推し進め、新たな商材による市場開拓にも積極的に取り

組み、売上向上に努めます。

又、物流システムの集約化をはじめとして、各事業部門において業務改革を図ることによって固定費の圧縮を進め、

収益重視の構造を更に強固なものとし、市場競争力と業績の向上に努めてまいります。

　　（内部管理体制の整備・運用状況）

　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状況」に記載しております。

　　（その他、会社の経営上の重要な事項）

　特記すべき事項はありません。
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(2）経営成績及び財政状態

（経営成績）

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益による設備投資の増加や、雇用環境の改善を背景とし

た個人消費の増加傾向から景気は緩やかな回復基調を示すものの、一方、米国経済の減速傾向や東アジアの政局不安

もあって先行きに対する不安感は完全には払拭されない状況で推移いたしました。

　このような状況下におきまして、当社グループといたしましては、業績の回復、向上のため、顧客第一主義の経営

方針の下、市場シェア拡大に向け積極的かつ効率的な商品政策並びに営業活動に努め全社一丸となり努力いたしまし

た結果、当期中間連結会計期間の売上高は前年同期比1.7％増の6,431,680千円となりました。

　当社グループの商品別売上構成比を見ますと「ハンカチーフ」におきましては、「ジバンシー」「レベッカ・テイ

ラー」などの新ブランドの投入や「マタノアツコ」の小物を含めたトータル展開などの販売戦略が効果的に機能し、

ギフト向け需要の縮小傾向にもかかわらず、前期並に推移しました。

 「スカーフ」におきましては、綿、麻素材を中心にUV加工やウォッシャブルタイプ等の機能商品が前年に続き好調に

推移いたしましたことや、夏前の天候不順の影響によって以前より低迷を続けていたシルク素材のプチスカーフなど

の売上が増加した結果、前年同期比11.2％の増収となりました。

　「服飾雑貨関連」では、当社の新分野強化方針の下、「PLAYERS」のバッグと「アイランドスタイルキャシーマム」

関連商品を中心として新たな販売チャネルの開拓と差別化できる商品提案を積極的に行い前年同期比48.9％の増収と

なりました。  

　利益面につきましては、仕入コストの削減や経費節減に取り組みましたが、ハンカチーフやスカーフ等の主力商品

の需要期が10月以降の下半期に集中することや本社移転に伴う諸経費負担などにより、誠に遺憾ながら経常損失は

332,383千円（前年同期は経常損失638,476千円）となり、これに本社ビル売却に伴う固定資産売却益など3,093,690千

円の特別利益と商品処分損、固定資産売却除却損など521,919千円を特別損失として計上した結果、中間純利益は

2,234,187千円（前年同期は中間純損失682,452千円）を計上するに至りました。

（財政状態）

　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、仕入債務の減少（404,574千円）、

特別退職金の支払（363,238千円）、固定資産売却益（3,077,816千円）及び貸付による支出（51,000千円）等の支出

があり、有形固定資産の売却による収入（3,323,621千円）等により、前年同期に比べ86千円増加し、255,693千円と

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）

　営業活動の結果使用した資金は、774,326千円（前期は87,971千円の資金の使用）となりました。これは主にたな卸

資産の増加と仕入債務の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果得られた資金は3,287,011千円（前期は151,750千円の資金の獲得）となりました。これは主に有形

固定資産売却による収入であります。

（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2,409,368千円（前期は105,124千円の資金の使用）となりました。これは主に借入

金の返済による支出によるものであります。
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 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 
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

自己資本比率（％） 31.3 31.7 30.5 19.3 44.0

時価ベースの自己資本比率

（％）

19.3 20.6 32.5 25.6 41.5

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ

－ － － － －

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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※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、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

（通期の見通し）

　消費動向は依然と厳しい状況が予想されますが、当社グループ一丸となり新規取引先の開拓、製造原価の低減、新

製品の開発等に、より一層積極的に取り組んでまいります。

　平成19年３月期の連結業績につきましては、売上高153億５千万円（前期に比べ６億７百万円増）、経常利益１億３

千万円（前期に比べ９億７千４百万円増）、当期純利益26億２千５百万円（前期に比べ49億１千９百万円増）を見込

んでおります。

(3）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに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、本書提出日（平成18年11月22日）現在において、当社グループが判断し

たものであります。

1.ライセンス契約について

　当社グループは数多くの日本国内外の著名ブランドの権利者と商標使用並びに技術提携に関する契約（以下「ライ

センス契約」といいます）を締結しております。このライセンス契約により当社グループは様々なブランドの製造・

販売権を得ることができ、著名ブランド商品を市場へ供給することが可能となっております。例えば当社グループが

提携関係にあるブランドでは、「セリーヌ（仏国）」、「ポロ・ラルフローレン及びチャップスバイラルフローレン

（米国）」など、著名なブランドとして数多くの人が知るところであり当社グループ商品の市場への供給・浸透に大

きく寄与しております。

　一方、上述のライセンス契約は慣例で２年乃至３年の期間が多く、契約更新に伴う契約条件の改定や、これらライ

センス供給側に起きる経営方針の転換で、ライセンス契約への影響も考えられます。当社グループはこのようなリス

クを回避するため様々な方策を講じておりますが、当社グループがこれらの提携関係を維持できなくなった場合、若

しくは契約に大きな変更が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2.知的財産権及び訴訟の可能性について

　当社グループは、提供する商品についてはライセンス契約によるもの以外に、自社企画商品もあり、これらに関連

して特許・実用新案・意匠・商標など知的財産権に関する調査・出願・登録を行っております。

　また当社グループでは、これら権利の調査・出願・登録などは専門的立場の特許事務所などを通じて随時行い、第

三者の知的財産権を侵害しないよう留意しておりますが、当社グループの調査範囲・内容が将来にわたり必ずしも充

分かつ適正であるとは保証できないものと考えます。これら調査・確認は公示されている権利に市場調査の結果など

を加味して判断を致しますが、そもそも権利の登録の有無を前提としない法もあることで知的財産権の調査・確認は

煩雑化し、また意匠・商標権などの産業財産権は国の登録審査の結果如何に関わることなどから、当社グループが出

願をしてもその権利を必ずしも取得できるとは言えません。
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　なお、当社グループは現在において当社グループ商品による第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識し

ておりますが、一方上述の手続を行ったとしても全てを正確に想定することは困難であり、将来にわたり知的財産権

の侵害を理由として第三者より損害賠償、差止などを求める訴えの提起を受ける可能性がないとは限りません。従い

まして、かかる事態が発生した場合には当社グループ商品の開発または販売に支障が生じ、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

3.生産拠点について

　当社グループは、従来国内生産を主とし安定した商品供給を続けておりますが、消費者の価格に対する認識は大変

厳しい目で見られるようになってきました。当社グループでは競合他社の動向も踏まえながら価格の引き下げを行う

ため、比較的安価な商品におきましては、売上の確保と市場競争力を維持・向上のために商品自体の付加価値を高め

る手段も講じております。これら高付加価値商品の開発にはわが国より生産コストの低い海外拠点での生産を行うこ

とも必要でその比重は増えつつあります。

　このような生産拠点の移動は、付加価値の高い商品を作り出すというメリットもありますが、他国におけるインフ

レの進行や法改正、為替レートの変動などカントリーリスクも生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

4.オンライン及びシステム関連について

　当社グループは物流センターを含め、全国９拠点でネットワーク構築をしており、営業システム・物流システム・

経理システム等の各種コンピュータシステムに業務を依存しております。

　これら各種システムが地震又は火災等により、当社グループの営業拠点等が重大な損害を受ける可能性があります。

特に、当社グループは東京地区拠点である本社のコンピュータシステムにより集中管理方式にて情報処理されている

ため、その設備の保全・安全対策については充実した設備を有する施設において運用するなど十分な対応策を実施し

てはおりますが、万が一その設備等が損害を被った場合、当社グループの業務処理の停滞・遅延が発生し、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）品目別売上高比較

 （単位：千円）

品目

前中間連結会計期間
（平成17/４～平成17/９）

当中間連結会計期間
（平成18/４～平成18/９）

前連結会計年度
(平成17/４～平成18/３)

金額 構成比 前年同期比 金額 構成比 前年同期比 金額 構成比

％ ％ ％ ％ ％

ハンカチーフ 5,230,715 82.7 88.6 5,230,534 81.3 99.9 11,492,760 77.9

スカーフ 697,415 11.0 64.5 775,542 12.0 111.2 2,607,045 17.6

エプロン 94 0.0 0.7 265 0.0 282.1 1,350 0.0

タオル 260,368 4.1 111.9 228,974 3.5 87.9 368,039 2.4

その他 131,790 2.0 850.6 196,363 3.0 148.9 274,089 1.8

合計 6,320,384 100.0 87.2 6,431,680 100.0 101.7 14,743,286 100.0

(注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３．中間連結財務諸表等

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
対前中間期比

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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※３ 461,607 274,693 281,376

２　受取手形及び売掛金 ※２ 2,543,263 2,265,191 3,003,949

３　たな卸資産 ※３ 3,378,190 2,557,304 2,421,101

４　その他 419,672 376,583 621,664

貸倒引当金 △20,051 △33,012 △25,314

流動資産合計 6,782,682 56.7 5,440,760 55.0 △1,341,921 6,302,777 53.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物
※１

３
1,232,337 887,334 1,137,852

(2）什器備品 ※１ 78,390 87,552 79,569

(3）土地 ※３ 1,378,638 923,084 1,320,527

(4）その他 ※１ 2,920 2,692,287 22.5 2,937 1,900,909 19.2 △791,378 3,165 2,541,115 21.5

２　無形固定資産 108,464 0.9 89,528 0.9 △18,935 97,996 0.8

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※３ 1,387,794 1,545,046 1,791,181

(2）投資不動産
※１

　３
670,279 630,496 659,675

(3）その他  353,949 301,110 423,158

貸倒引当金 △33,287 2,378,736 19.8 △32,725 2,443,927 24.7 65,191 △32,914 2,841,100 24.1

固定資産合計 5,179,488 43.2 4,434,365 44.9 △745,122 5,480,212 46.5

資産合計 11,962,171 100.0 9,875,126 100.0 △2,087,044 11,782,990 100.0

－ 7 －



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
対前中間期比

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（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 ※３ 3,069,762 3,023,747 3,685,272

２　短期借入金 ※３ 3,479,800 1,010,180 3,014,387

３　未払法人税等 8,584 22,713 7,731

４　未払費用 119,151 120,044 139,304

５　その他 200,489 230,805 1,022,032

流動負債合計 6,877,788 57.4 4,407,491 44.6 △2,470,297 7,868,730 66.7

Ⅱ　固定負債

１　社債  150,000 － 150,000

２　長期借入金 ※３ 272,000 － 254,000

３　繰延税金負債 275,507 324,777 434,147

４　退職給付引当金 729,831 763,201 769,694

５　その他 － 30,938 31,308

固定負債合計 1,427,338 11.9 1,118,916 11.3 △308,422 1,639,150 13.9

負債合計 8,305,127 69.4 5,526,407 55.9 △2,778,719 9,507,880 80.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,720,500 14.3 － － △1,720,500 1,720,500 14.6

Ⅱ　資本剰余金 1,770,567 14.8 － － △1,770,567 1,770,567 15.0

Ⅲ　利益剰余金 △231,614 △1.9 － － 231,614 △1,843,799 △15.6

Ⅳ　その他有価証券評価差

額金
401,581 3.3 － － △401,581 632,816 5.3

Ⅴ　自己株式 △3,990 △0.0 － － 3,990 △4,974 △0.0

資本合計 3,657,043 30.5 － － △3,657,043 2,275,110 19.3

負債及び資本合計 11,962,171 100.0 － － △11,962,171 11,782,990 100.0

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本        

　１　資本金 － － 1,720,500 17.4 1,720,500 － －

　２　資本剰余金 － － 1,770,567 17.9 1,770,567 － －

　３　利益剰余金 － － 390,388 3.9 390,388 － －

　４　自己株式 － － △6,134 △0.0 △6,134 － －

　　株主資本合計 － － 3,875,321 39.2 3,875,321 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 473,397 4.7 473,397 － －

評価・換算差額等合計 － － 473,397 4.7 473,397 － －

純資産合計 － － 4,348,718 44.0 4,348,718 － －

負債純資産合計 － － 9,875,126 100.0 9,875,126 － －
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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

対前中間期比

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（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高 6,320,384 100.0 6,431,680 100.0 111,296 14,743,286 100.0

Ⅱ　売上原価 4,600,885 72.7 4,444,709 69.1 △156,176 10,657,447 72.2

売上総利益 1,719,498 27.2 1,986,971 30.8 267,472 4,085,839 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,370,045 37.4 2,352,195 36.5 △17,849 4,959,588 33.6

営業損失 650,546 △10.2 365,224 △5.6 △285,322 873,749 △5.9

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 303 1,071 1,792

２　受取配当金 5,545 7,141 9,040

３　受取家賃 2,652 2,692 4,738

４　投資不動産賃貸料 23,815 26,842 50,679

５　雑収入 20,856 53,174 0.8 23,591 61,339 0.9 8,164 46,344 112,596 0.7

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 32,487 21,569 62,656

２　社債利息 170 559 1,004

３　商品廃棄損 － － 4,292

４　投資不動産減価償却費 5,559 5,164 11,118

５　雑損失 2,887 41,104 0.6 1,204 28,498 0.4 △12,605 3,840 82,914 0.5

経常損失 638,476 △10.1 332,383 △5.1 △306,092 844,067 △5.7

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 18,845 3,077,816 41,502

２　投資有価証券売却益 124,089 － 127,199

３　貸倒引当金戻入額 30,761 491 25,591

４　その他の特別利益 － 173,696 2.7 15,382 3,093,690 48.1 2,919,994 4,370 198,663 1.3

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却除却損 28,566 93,769 9,303

２　減損損失 ※２ 60,178 － 59,258

３　商品処分損 109,247 255,196 1,061,064

４　役員退職慰労金 － 102,424 15,145

５　特別退職金 － 4,298 358,940

６　その他の特別損失 15,145 213,136 3.3 66,231 521,919 8.1 308,782 137,790 1,641,502 11.1

税金等調整前中間純利

益又は中間(当期)純損

失(△)

△677,916 △10.7 2,239,387 34.8 2,917,304 △2,286,906 △15.5

法人税、住民税及び事

業税
4,536 5,199 7,731

法人税等調整額 － 4,536 0.0 － 5,199 0.0 663 － 7,731 0.0

中間純利益又は中間(当

期)純損失(△)
△682,452 △10.7 2,234,187 34.7 2,916,640 △2,294,638 △15.5
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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
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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,770,567  1,770,567

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

1,770,567 1,770,567

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  469,418  469,418

Ⅱ　利益剰余金減少高   

　　　配当金 18,580 18,580

中間（当期）純損失 682,452 701,033 2,294,638 2,313,218

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

△231,614 △1,843,799

 　　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
評価・換算
差額等

純資産合計

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

平成18年３月31日残高（千円） 1,720,500 1,770,567 △1,843,799 △4,974 1,642,293 632,816 2,275,110

中間会計期間中の変動額

中間純利益   2,234,187  2,234,187  2,234,187

自己株式    △1,160 △1,160  △1,160

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）
    － △159,419 △159,419

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － 2,234,187 △1,160 2,233,027 △159,419 2,073,608

平成18年９月30日残高(千円） 1,720,500 1,770,567 390,388 △6,134 3,875,321 473,397 4,348,718
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前

当期（中間）純損失（△）
△677,916 2,239,387 △2,286,906

減価償却費 70,538 57,374 138,879

貸倒引当金の増加額及び減少額（△） △30,981 7,509 △26,090

退職給付引当金の増加額 40,765 △6,493 80,627

受取利息及び受取配当金 △5,848 △8,213 △10,833

支払利息 32,487 21,569 62,656

社債利息 170 559 1,004

持分法による投資損失 － － 9,303

固定資産売却益 △18,845 △3,077,816 △41,502

固定資産売却除却損 28,566 93,769 －

減損損失 60,178 － 59,258

特別退職金 － 4,298 358,940

投資有価証券売却損益 △124,089 － △127,199

投資不動産賃貸料 △23,815 △26,842 △50,679

投資有価証券評価損 － 880 －

会員権除却損 － 5,632 －

役員退職慰労金 15,145 102,424 15,145

商品処分損 109,247 255,196 1,061,064

商品評価損 － 29,411 133,449

売上債権の増加額（△）及び減少額 1,386,380 728,879 937,758

たな卸資産の増加額（△）及び減少額 △183,762 △420,809 △311,940

仕入債務の減少額 △794,496 △404,574 △347,775

保険積立金の増加額（△）及び減少額 76,385 108,289 77,400

未払事業所税の減少額 △8,708 △9,090 △450

未払消費税等の増加額及び減少額（△） △62,957 △13,647 △45,333

その他資産・その他負債の増減額（純額） 73,508 21,388 118,694

小計 △38,049 △290,920 △194,530

利息及び配当金の受取額 6,022 8,281 11,720

利息の支払額 △31,727 △18,293 △62,787

役員退職慰労金の支払額 △15,145 △102,424 △15,145

特別退職金の支払額 － △363,238 －

法人税等の支払額 △9,072 △7,732 △9,072

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,971 △774,326 △269,814

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の引出しによる収入 9 110,000 127,009

定期預金の預入れによる支出 △20,000 － △70,000

有形固定資産の売却による収入 76,077 3,323,621 262,998

有形固定資産の売却による手付金 － － 370,000

有形固定資産の取得による支出 △14,317 △96,634 △23,596

無形固定資産の取得による支出 △1,716 △7,224 △6,517

投資有価証券の売却による収入 159,058 － 173,507

投資有価証券の取得による支出 △26,731 △23,535 △51,580

投資不動産賃貸料による収入 28,558 31,384 55,421

貸付の回収による収入 812 10,031 36,010

貸付による支出 △50,000 △51,000 △75,000

その他投資の取得による支出 － △10,000 △82,094

その他投資の売却による収入 － 368 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 151,750 3,287,011 716,158
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,060,000 763,112 1,494,887

短期借入金の返済による支出 △1,278,543 △2,734,320 △2,178,843

長期借入金の返済による支出 △18,000 △287,000 △36,000

社債の発行による収入 150,000 － 150,000

社債の償還による支出 － △150,000 －

配当金の支払額 △18,581 － △18,581

自己株式の取得による支出 － △1,160 △2,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,124 △2,409,368 △590,920

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) △41,346 103,317 △144,576

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 296,952 152,376 296,952

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 255,607 255,693 152,376
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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

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 　当社の子会社は下記１社であり、

連結の範囲に含めております。

　当社の子会社は下記１社であり、

連結の範囲に含めております。

　当社の子会社は下記１社であり、

連結の範囲に含めております。

パロット株式会社 同左 同左

２　連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

３　会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

有価証券 有価証券 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）

中間期末日の市場価格等

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）

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 時価のないもの 時価のないもの

　主として移動平均法によ

る原価法によっております。

同左 同左

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産

　主として移動平均法による原

価法によっております。

同左 同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産

　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

同左 同左

建物 15年～50年

什器備品 ２年～20年

無形固定資産 無形固定資産 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。

同左 同左
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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

投資不動産

　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 15年～50年

投資不動産

同左

 

 

  

投資不動産

同左

 

 

  

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）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

　売掛債権、貸付金等の貸倒損

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。

同左 同左

②　賞与引当金 ②　賞与引当金 ②　賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。

同左 同左

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

（1,082,495千円）については、

10年による按分額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による按分額

をそれぞれ発生の翌連結会計年

度より費用処理しております。

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ける

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計期間

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

（1,082,495千円）については、

10年による按分額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による按分額

を発生翌期より費用処理するこ

ととしております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

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。

同左 　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。
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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）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (5）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

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他連結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について 消費税等の会計処理について  消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

同左 同左

４　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、且つ、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、且つ、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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会計処理の変更

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）

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損失は 

60,178千円増加しております。

　なお、減損損失累計額につきましては、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

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）

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損失は 

59,258千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

連結財務諸表規則に基づき減損損失累計額の科

目をもって表示しております。

─────

（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

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、4,348,718千円

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。

─────
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表示方法の変更

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）

──────

（中間連結損益計算書）

　「役員退職慰労金」は、前中間連結会計期間は、特別

損失の「その他の特別損失」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において特別損失の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「役員退職慰労金」の金

額は15,145千円であります。
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追加情報

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

──────  ──────

　資産の老朽化に伴う資産保有リスクの軽減と

財務体質の強化を図るため、平成18年７月26日

をもって当社所有の川辺本社第一ビル（土地・

建物）を株式会社プロパストに譲渡する旨の売

買契約を平成18年３月22日に締結いたしまし

た。

　なお、本件譲渡により、平成19年３月期にお

いて固定資産売却益31億３千２百万円を計上す

る予定であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間
平成17年９月30日

当中間連結会計期間
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は、

2,738,076千円、投資不動産の減価償却

累計額は232,925千円です。又、減損損

失累計額は 8,419千円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,632,229千円、投資不動産の減価償却

累計額は230,424千円です。又、減損損

失累計額は2,456千円です。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

2,584,438千円です。投資不動産の減価

償却累計額は、238,485千円です。又、

減損損失累計額は59,258千円です。

※２　受取手形割引高は、158,104千円です。 ※２　        ────── ※２　受取手形割引高は、166,548千円です。

※３　担保資産及び担保付債務 ※３　担保資産及び担保付債務 ※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

定期預金 147,000千円

商品 1,538,927千円

建物 1,012,607千円

土地 1,283,443千円

投資有価証券 1,026,760千円

投資不動産 615,642千円

計 5,624,380千円

定期預金 －千円

商品 1,031,130千円

建物 750,186千円

土地 902,049千円

投資有価証券 1,133,179千円

投資不動産 610,051千円

計 4,426,596千円

定期預金 70,000千円

商品 864,037千円

建物 915,844千円

土地 1,225,331千円

投資有価証券 1,355,581千円

投資不動産 613,912千円

計 5,044,708千円

　担保付債務は次のとおりです。 　担保付債務は次のとおりです。 　担保付債務は次のとおりです。

支払手形・買掛金 398,493千円

短期借入金 2,843,800千円

１年以内返済予定の

長期借入金
33,000千円

長期借入金 272,000千円

計 3,547,293千円

支払手形・買掛金 366,322千円

短期借入金 750,500千円

１年以内返済予定の

長期借入金
－千円

長期借入金 －千円

計 1,116,822千円

支払手形・買掛金 302,584千円

短期借入金 2,452,500千円

長期借入金 254,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
33,000千円

計 3,042,084千円

　４　保証債務 　４　保証債務 　４　保証債務

パロット株式会社の

買入債務及び借入金

に対する保証債務

239,681千円

パロット株式会社の

買入債務及び借入金

に対する保証債務

132,038千円

パロット株式会社の

買入債務及び借入金

に対する保証債務

158,939千円
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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のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりです。

給料 709,278千円

雑給 284,068千円

運賃諸掛・荷具材料費 153,954千円

広告宣伝費 173,412千円

賃借料 156,250千円

福利厚生費 150,522千円

旅費交通費 122,553千円

業務委託費 142,562千円

給料 650,506千円

雑給 301,256千円

運賃諸掛・荷具材料費 161,455千円

広告宣伝費 173,187千円

賃借料 178,009千円

福利厚生費 141,506千円

旅費交通費 124,053千円

業務委託費 139,524千円

給料 1,424,704千円

雑給 678,650千円

運賃諸掛・荷具材料費 336,423千円

広告宣伝費 334,480千円

賃借料 319,646千円

福利厚生費 302,945千円

旅費交通費 258,494千円

業務委託費 323,634千円

※２　減損損失について

　　　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

　　　損損失を計上しました。

※２　減損損失について

 

　　　　　　　──────

 

※２　減損損失について

当連結会計年度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

失を計上しました。

 

地域 用途 種類
減損損失

（千円）

関東甲信

越地区
遊休土地  土地 41,375

近畿地区
賃貸マン

ション

土地及び

建物等
12,327

パロット

東北地区
遊休土地

土地及び

建物等
6,475

 

 

地域 用途 種類
減損損失

（千円）

関東甲信

越地区
遊休土地  土地 41,375

近畿地区
賃貸マン

ション

土地及び

建物等
12,327

パロット

東北地区

賃貸事務

所

土地及び

建物等
5,556

　当社グループは、事業所を単位としてグルー

ピングを行っております。

　グルーピングの単位である各支店において

は、減損の兆候はありませんでしたが、継続

的な地価の下落により、当社グループは当中

間連結会計期間において、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（60,178千円）として特別損失に計上しまし

た。

　その内訳は、本社41,375千円（内、土地

41,375千円）大阪支店12,327千円（内、土地

7,284千円、建物5,043千円）パロット（株）

6,475千円（内、土地3,100千円、建物3,375千

円）であります。

　当社グループは、事業所を単位としてグルー

ピングを行っております。

　グルーピングの単位である各支店において

は、減損の兆候はありませんでしたが、継続

的な地価の下落により、当社グループは当連

結会計年度において、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（59,258

千円）として特別損失計上しました。

　その内訳は、本社41,375千円（内、土地

41,375千円）大阪支店12,327千円（内、土地

7,284千円、建物5,043千円）パロット（株）

5,556千円（内、土地3,100千円、建物2,456千

円）であります。

　なお、上記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、土地及び

建物については、不動産鑑定士による鑑定評

価額等により評価しております。

　なお、上記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、土地及び

建物については、不動産鑑定士による鑑定評

価額等により評価しております。

－ 20 －



（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）

　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）

当連結会計期間末
株式数（株）

　　発行済株式     

　　　普通株式 18,610,000 － － 18,610,000

 　　　　　　合計 18,610,000 － － 18,610,000

　　自己株式     

 　　　普通株式（注） 42,726 4,774 － 47,500

 　　　　　　合計 42,726 4,774 － 47,500

 （注）自己株式の株式数の増加4,774株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

（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

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

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

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 461,607千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△206,000千円

現金及び現金同等物 255,607千円

現金及び預金勘定 274,693千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△19,000千円

現金及び現金同等物 255,693千円

現金及び預金勘定 281,376千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△129,000千円

現金及び現金同等物 152,376千円
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①　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

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

減価償却

累計額相

当額

中間期末

残高相当

額

千円 千円 千円

什器備品 87,203 35,221 51,982

ソフトウェア 71,723 34,646 37,076

その他 633 496 136

合計 159,559 70,364 89,195

取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

中間期末

残高相当

額

千円 千円 千円

什器備品 108,759 47,170 61,589

ソフトウェア 85,423 51,730 33,692

その他 500 475 25

合計 194,682 99,376 95,306

取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

期末残高

相当額

千円 千円 千円

什器備品 105,537 38,945 66,591

ソフトウェア 85,423 43,188 42,234

その他 500 425 75

合計 191,460 82,559 108,901

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

一年内 29,876千円

一年超 62,723千円

合計 92,599千円

一年内 37,271千円

一年超 61,806千円

合計 99,077千円

一年内 36,550千円

一年超 76,079千円

合計 112,629千円

③　当中間期の支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額

③　当中間期の支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額

③　当期の支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 16,790千円

減価償却費相当額 15,081千円

支払利息相当額 1,977千円

支払リース料 20,378千円

減価償却費相当額 18,325千円

支払利息相当額 2,097千円

支払リース料 36,769千円

減価償却費相当額 33,055千円

支払利息相当額 4,224千円

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

（ 減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

　ません。

（ 減損損失について）

同左

（ 減損損失について）

同左
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得価額
中間連結貸借対照表計上
額

差額

千円 千円 千円

株式 628,258 1,305,348 677,089

合計 628,258 1,305,348 677,089

２　時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

非上場株式 82,446千円

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得価額
中間連結貸借対照表計上
額

差額

千円 千円 千円

株式 665,774 1,463,949 798,174

合計 665,774 1,463,949 798,174

２　時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

非上場株式 81,096千円

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

千円 千円 千円

株式 641,770 1,708,734 1,066,964

合計 641,770 1,708,734 1,066,964

２　時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

非上場株式 82,446千円
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③　デリバティブ取引

（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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。

（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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。
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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）

　一セグメント（日常品としての身の回り品）の売上高及び営業利益のため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略いたしました。

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）

　日本以外の国または、地域に所在する在外支店および連結子会社はないため、所在地別セグメント情報の記載

を省略いたしました。

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）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。

（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 196円90銭

１株当たり中間純損失 36円73銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
－

１株当たり純資産額  234円27銭

１株当たり中間純利益 120円34銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
－

１株当たり純資産額   122円53銭

１株当たり当期純損失 123円54銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
－

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式の発行がない為記載しておりませ

ん。

２　１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりです。

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

中間純利益又は

　　　中間(当期）純損失（△）（千円）
△682,452 2,234,187 △2,294,638

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は

　　　 中間(当期)純損失（△）（千円）
△682,452 2,234,187 △2,294,638

期中平均株式数 18,577,774株

     

18,565,490株

     

18,574,011株
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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

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

────── （株式取得による子会社化） ──────

１．当社グループは平成18年10月26日

開催の取締役会において、株式会社

モノライフの子会社化について決議

し、平成18年10月27日付けで同社代

表取締役社長金子大氏が保有する同

社株式を取得、また、同社に対する

7,000万円の増資を引受けました。

その結果、株式会社モノライフは新

たに連結子会社になりました。

(1)目的

　さらなる事業戦略の強化を目的

として「袋物」の企画販売を事業

とする株式会社モノライフの子会

社化により、「ＰＬＡＹＥＲ

Ｓ」、「収納屋」等の服飾雑貨ブ

ランドの商標権を取得し商圏の拡

大を図るとともに、同社取扱主要

商品の１つである「マイバック」

等のエコロジー対応商品が環境保

全に貢献すること等から、一層の

企業成長と価値向上に繋がるもの

と判断いたしました。又、今般の

増資実行により、株式会社モノラ

イフの資本増強が図れるとともに、

当社グループの販売網を生かし、

安定した営業政策が可能となり当

社グループとの相乗効果が見込め

ることから今般株式を取得するこ

とといたしました。

(2)株式取得の相手の名称

金子　大（同社代表取締役）

 (3)株式を取得する会社の名称及び

 規模

  名称：株式会社モノライフ

  事業内容：「袋物」の企画販売

               及び商品開発

  規模：売上高　275百万円

　　　　　　　　(平成18年3期)

  従業員　16名
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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)株式取得の時期

 平成18年10月27日

(5)取得する株式の総数、取得価額

 総額及び取得後の持分比率

 取得する株式の総数：400株

 取得価額総額：無償

 取得後の持分比率：100％

(6)増資の概要

 増資発行株式数：1400株

 払込金額：金7,000万円

 払込期日：平成18年10月27日

 増資の目的：運転資金の増加

 と経営基盤の強化を図る為に

 行うものであります。
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