
 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要

平成18年11月22日

上場会社名 アルコニックス株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号  3036 本社所在都道府県  東京都

（URL　http://www.alconix.com）

代表者　　　　　役職名  代表取締役社長 氏名　正木英逸

問合せ先責任者　役職名
 取締役財経本部

長
氏名　宮﨑　泰 ＴＥＬ　　（03）5575－2700

決算取締役会開催日 平成18年11月22日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．平成19年３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を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 ％

19年３月中間期 71,487 40.7 893 106.8 676 101.9

18年３月中間期 50,804 12.5 432 32.7 334 21.5

18年３月期 110,515 959 734

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年３月中間期 377 98.1 158 04

18年３月中間期 190 △10.4 88 86

18年３月期 332 154 90

（注）①期中平均株式数 19年３月中間期 2,387,770株 18年３月中間期 2,144,000株 18年３月期 2,146,630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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

19年３月中間期 40,344 4,271 10.6 1,769 50

18年３月中間期 28,647 2,878 10.0 1,342 55

18年３月期 33,615 3,220 9.6 1,481 17

（注）①期末発行済株式数 19年３月中間期 2,414,000株 18年３月中間期 2,144,000株 18年３月期 2,174,000株

②期末自己株式数 19年３月中間期 －株 18年３月中間期 －株 18年３月期 －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 140,000 1,100 600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　248円55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 年間

18年３月期   － 50 50

19年３月期（実績）   － －
50

19年３月期（予想） － 50

 

※　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中間決算短信（連結）添付資料の８ページを参照して下さい。



５．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）
対前中間期
比

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
（％）

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 ＊２ 3,348,853   6,328,672    2,834,239   

２．受取手形 ＊７ 3,812,462   3,624,010    4,503,900   

３．信託受益権 ＊５ 1,287,352   1,195,740    1,266,054   

４．売掛金  13,577,338   19,122,843    16,058,405   

５．たな卸資産  3,349,700   5,686,976    5,106,349   

６．その他 ＊６ 1,491,740   2,223,544    1,880,040   

貸倒引当金  △186,745   △292,887    △282,079   

流動資産合計   26,680,703 93.1  37,888,900 93.9 11,208,196  31,366,909 93.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ＊１ 145,570   169,898    143,716   

２．無形固定資産  32,510   33,731    37,432   

３．投資その他の
資産

           

(1)投資有価証券  1,001,880   1,303,468    1,291,672   

(2)関係会社株式  640,735   809,061    637,745   

(3) その他  190,406   139,502    138,242   

貸倒引当金  △44,360   △204    △255   

投資その他の
資産合計

 1,788,662   2,251,827    2,067,405   

固定資産合計   1,966,742 6.9  2,455,458 6.1 488,715  2,248,554 6.7

資産合計   28,647,446 100.0  40,344,358 100.0 11,696,912  33,615,464 100.0

            

－ 1 －



  
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）
対前中間期
比

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
（％）

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 ＊７ 5,633,358   8,016,371    6,166,318   

２．買掛金  13,079,429   17,878,240    15,780,579   

３．短期借入金  6,200,000   6,403,357    7,075,402   

４　一年以内に返

済予定の長期

借入金

 －   140,000    －   

４　一年以内償還

社債
 －   320,000    －   

４．賞与引当金  143,697   152,112    176,436   

５．その他  516,757   974,842    864,201   

流動負債合計   25,573,242 89.3  33,884,923 84.0 8,311,681  30,062,938 89.4

Ⅱ　固定負債            

１　社債  －   1,280,000    －   

２　長期借入金  －   560,000    －   

３．退職給付引当
金

 100,664   116,830    104,526   

４．役員退職慰労
引当金

 26,945   23,853    30,465   

５．繰延税金負債  68,151   207,174    197,460   

固定負債合計   195,762 0.7  2,187,858 5.4 1,992,095  332,453 1.0

負債合計   25,769,004 90.0  36,072,782 89.4 10,303,777  30,395,391 90.4

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,178,616 4.1  － － △1,178,616  1,192,386 3.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  121,056   －    135,071   

資本剰余金合計   121,056 0.4  － － △121,056  135,071 0.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間(当期)未
処分利益

 1,346,843   －    1,488,841   

利益剰余金合計   1,346,843 4.7  － － △1,346,843  1,488,841 4.4

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  231,925 0.8  － － △231,925  403,772 1.2

資本合計   2,878,442 10.0  － － △2,878,442  3,220,072 9.6

負債・資本合計   28,647,446 100.0  － － △28,647,446  33,615,464 100.0

            

－ 2 －



  
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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 1,467,906 3.6 1,467,906 － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 510,311  －

資本剰余金合

計
－ － 510,311 1.3 510,311 － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 10,870  －

(2) その他利益

剰余金
    

別途積立金 － 400,000  －

繰越利益剰

余金
－ 1,346,644  －

利益剰余金合

計
 － － 1,757,514 4.4 1,757,514 － －

株主資本合計  － － 3,735,732 9.3 3,735,732 － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
       

１　その他有価証

券評価差額金
－ － 412,345 1.0  － －

２　繰延ヘッジ損

益
－ － 123,498 0.3  － －

評価・換算差額

等合計
－ － 535,843 1.3 535,843 － －

純資産合計 － － 4,271,576 10.6 4,271,576 － －

負債純資産合計 － － 40,344,358 100.0 40,344,358 － －

            

－ 3 －



(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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   50,804,615 100.0  71,487,316 100.0 20,682,700  110,515,425 100.0

Ⅱ　売上原価 ＊１  49,220,751 96.9  69,352,873 97.0 20,132,121  107,096,385 96.9

売上総利益   1,583,863 3.1  2,134,443 3.0 550,579  3,419,040 3.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,151,475 2.3  1,240,700 1.7 89,225  2,459,429 2.2

営業利益   432,388 0.8  893,742 1.3 461,354  959,611 0.9

Ⅳ　営業外収益 ＊２  65,558 0.1  49,287 0.0 △16,270  134,820 0.1

Ⅴ　営業外費用 ＊３  163,028 0.3  266,983 0.4 103,954  359,838 0.3

経常利益   334,919 0.6  676,047 0.9 341,128  734,592 0.7

Ⅵ　特別利益 ＊４  － －  1,499 0.0 1,499  － －

Ⅶ　特別損失
＊５
＊７

 － －  4,799 0.0 4,799  81,522 0.1

税引前中間(当
期)純利益

  334,919 0.6  672,747 0.9 337,828  653,070 0.6

法人税、住民
税及び事業税

 151,038   335,542    367,915   

法人税等調整
額

 △6,639 144,399 0.3 △40,167 295,374 0.4 150,975 △47,362 320,552 0.3

中間(当期)純
利益

  190,519 0.3  377,373 0.5 186,853  332,517 0.3

前期繰越利益   1,156,324   －  △1,156,324  1,156,324  

中間(当期)未
処分利益

  1,346,843   －  △1,346,843  1,488,841  

            

－ 4 －



(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

株主資本
合計資本

準備金

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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,192,386 135,071 135,071 － － 1,488,841 1,488,841 2,816,299

中間会計期間中の変動額

新株の発行 275,520 375,240 375,240 － － － － 650,760

利益準備金の積立て

(注)
－ － － 10,870 － △10,870 － －

別途積立金の積立て

(注)
－ － － － 400,000 △400,000 － －

剰余金の配当(注) － － － － － △108,700 △108,700 △108,700

中間純利益 － － － － － 377,373 377,373 377,373

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　　　　 　（千円）
275,520 375,240 375,240 10,870 400,000 △142,196 268,673 919,433

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
1,467,906 510,311 510,311 10,870 400,000 1,346,644 1,757,514 3,735,732

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
403,772 － 403,772 3,220,072

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 650,760

利益準備金の積立て － － － －

別途積立金の積立て － － － －

剰余金の配当 － － － △108,700

中間純利益 － － － 377,373

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

8,572 123,498 132,071 132,071

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
8,572 123,498 132,071 1,051,504

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
412,345 123,498 535,843 4,271,576

 (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。

－ 5 －



中間財務諸表作成のため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

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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）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）によっております。

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）によっております。

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

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

時価法によっております。

(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

イ．小口販売用銅管

　先入先出法による原価法

によっております。

(3) たな卸資産

商品

イ．小口販売用銅管

同左

(3) たな卸資産

商品

イ．小口販売用銅管

同左

 ロ．その他のたな卸資産

　個別法による原価法に

よっております。

ロ．その他のたな卸資産

同左

ロ．その他のたな卸資産

同左

２．固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(附属設備を除

く。)については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

 建物及び構築物　　８～35年

車両運搬具　　　　２～６年

工具、器具及び備品２～８年

建物及び構築物　　３～35年

車両運搬具　　　　３～４年

工具、器具及び備品２～10年

建物及び構築物　　３～35年

車両運搬具　　　　３～４年

工具、器具及び備品２～10年

 (2) 無形固定資産

①　営業権

　商法施行規則に規定する

最長期間(５年)にわたる定

額法によっております。

(2) 無形固定資産

①　のれん

　５年間の均等償却を行って

おります。

(2) 無形固定資産

①　営業権

　商法施行規則に規定する最

長期間(５年)にわたる定額法

によっております。

 ②　その他の無形固定資産

定額法によっております。

　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)

に基づく定額法によってお

ります。

②　その他の無形固定資産

同左

②　その他の無形固定資産

同左

－ 6 －



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）

３．引当金の計上基

準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当中間会

計期間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

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当事業年

度の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、期末における退職給付

債務及び年金資産等に基づき、

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。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務及び年金資産等に基づき

必要と認められる額を計上し

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給に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく中間期末要支給

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給に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく期末要支給額を

計上しております。
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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）

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期

末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

　繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、為替予約等に

ついてヘッジ会計の要件を満

たす場合は、振当処理によっ

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

　外貨建取引の為替変動リス

クに対して為替予約取引を用

いております。また、取扱商

品(非鉄金属)の将来価格の変

動リスクに対して商品先物取

引を用いております。

(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

　デリバティブ取引の限度額

を実需の範囲とする方針であ

り、内規(リスク管理方針)に

基づき為替変動リスク及び商

品相場変動リスクを回避する

目的でそれぞれの取引を行っ

ております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

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）

 (4）ヘッジ有効性の評価方法

　事前においては、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要

な条件が概ね一致しているこ

とを確認のうえヘッジ指定を

行い、また事後においては、

デリバティブ実行部署からの

報告に基づきヘッジ有効性の

確認を実施しております。ま

た、振当処理によっている為

替予約については、有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

(4）ヘッジ有効性の評価方法

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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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)

　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。これによる損益に与え

る影響はありません。

──────

 

(固定資産の減損に係る会計基準)

  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。これによる損益に

与える影響はありません。

──────

 

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,148,078千円であります。

　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の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────
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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

　　　　　　　21,266千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　25,833千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　18,626千円

＊２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

現金及び預金　　 146,000千円

　上記物件は当社を被保証人とする

銀行発行の契約履行保証

(PERFORMANCE BOND)残高計118,129

千円の担保に供しております。

＊２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

現金及び預金　　　146,000千円

　上記物件は当社を被保証人とする

銀行発行の契約履行保証

(PERFORMANCE BOND)残高計18,384千

円の担保に供しております。

＊２　担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

現金及び預金　　　146,000千円

　上記物件は当社を被保証人とする

銀行発行の契約履行保証

(PERFORMANCE BOND)残高計122,471

千円の担保に供しております。

　３　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金等に対し

て保証を行っております。

アドバンスト　マテリアル　ジャパ

ン㈱

705,220千円

ALCONIX(THAILAND)LTD.

132,000千円

ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD.

82,954千円

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

55,080千円

ALCONIX(SHINGAPORE)PTE.LTD.

8,828千円

深芝精密部件有限公司

10,327千円(※)

(※)東芝照明プレシジョン㈱の保証

行為に対する再保証を行ってい

るものであります。

　３　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金等に対し

て保証を行っております。

ALCONIX(THAILAND)LTD.

94,200千円

ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD.

46,633千円

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

59,232千円

ALCONIX(SHINGAPORE)PTE.LTD.

70,740千円

ALCONIX EUROPE GmbH

1,218千円

　３　偶発債務

　下記の会社の銀行借入金等に対し

て保証を行っております。

深芝精密部件有限公司

10,927千円(※)

ALCONIX(SHANGHAI)CORP.

58,556千円

ALCONIX(THAILAND)LTD.

90,600千円

ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD.

48,945千円

ALCONIX(SHINGAPORE)PTE.LTD.

70,482千円

アドバンスト　マテリアル　ジャパ

ン㈱

593,549千円

合計　　　　　　 873,060千円

(※)東芝照明プレシジョン㈱の保証

行為に対する再保証を行ってい

るものであります。
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

　４　輸出受取手形の割引高

346,281千円

　４　輸出受取手形の割引高

2,163,885千円

　４　輸出受取手形の割引高

1,533,450千円

＊５　信託受益権

　手形の流動化に伴う受取手形残高

相当額は7,304,352千円であり、そ

のうち劣後部分として手形最終期日

まで回収が留保されている金額は、

1,287,352千円であります。

＊５　信託受益権

　手形の流動化に伴う受取手形残高

相当額は7,989,243千円であり、そ

のうち劣後部分として手形最終期日

まで回収が留保されている金額は、

　　　　 1,195,740千円であります。

＊５　信託受益権

　手形の流動化に伴う受取手形残高

相当額は7,219,054千円であり、そ

のうち劣後部分として手形最終期日

まで回収が留保されている金額は、

1,266,054千円であります。

＊６　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

＊６　消費税等の取扱い

同左

＊６　　　 ──────

 

＊７　　　 ──────

 

＊７　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

＊７　　　 ──────

 

受取手形 19,811千円

支払手形 1,294,024千円

－ 12 －



（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　売上原価には直接販売諸掛（保

管料、荷役料、運賃等）を含んでおり

ます。

＊１　　　　　同左 ＊１　　　　　同左

＊２　営業外収益のうち主要なもの ＊２　営業外収益のうち主要なもの ＊２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 13,748千円

仕入割引 9,207千円

受取配当金 22,676千円

業務受託料 13,356千円

受取利息 6,905千円

仕入割引 7,554千円

受取配当金 22,242千円

業務受託料 6,670千円

受取利息 27,231千円

仕入割引 15,456千円

受取配当金 43,337千円

業務受託料 27,392千円

＊３　営業外費用のうち主要なもの ＊３　営業外費用のうち主要なもの ＊３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 71,315千円

売上割引 10,725千円

手形売却損 33,410千円

支払利息 109,524千円

売上割引 12,810千円

手形売却損 41,347千円

支払利息 141,724千円

売上割引 23,120千円

手形売却損 65,025千円

＊４　　　 ────── ＊４　特別利益のうち主要なもの ＊４　　　 ──────

投資有価証券

売却益
1,499千円

＊５　　　 ────── ＊５　特別損失のうち主要なもの ＊５　特別損失のうち主要なもの

投資有価証券

評価損
4,799千円

関係会社株式

評価損
2,990千円

商品事故関連

損失
78,532千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 3,867千円

無形固定資産 3,486千円

有形固定資産 7,207千円

無形固定資産 4,418千円

有形固定資産 7,618千円

無形固定資産 7,605千円

＊７　      ────── ＊７　      ────── ＊７　商品事故関連損失

　平成17年10月に信用状取引で韓国か

ら輸入した仕入商品では船荷証券及び

送り状の記載数量に対して約85％の不

足が発生いたしました。不足分の商品

代金等相当額（683千米ドル）の返還

を仕入先に請求いたしました。しかし、

仕入先は倒産状態で回収見込みは殆ど

ない状態であるため、当事業年度にお

いて78,532千円の特別損失を計上いた

しました。
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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）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　該当事項はありません。
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①　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）

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

(借主側)

(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

(借主側)

(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

(借主側)

(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
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産 45,443 37,641 7,801

無形固定資産

(ソフトウェア)
84,211 53,217 30,993

合計 129,654 90,859 38,795

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産 27,305 25,086 2,219

無形固定資産

(ソフトウェア)
81,889 67,273 14,615

合計 109,195 92,359 16,835

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産 45,443 40,608 4,834

無形固定資産

(ソフトウェア)
84,211 61,406 22,804

合計 129,654 102,015 27,639

(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 22,669千円

１年超 17,682千円

　合計 40,352千円

１年内 14,416千円

１年超 3,266千円

　合計 17,682千円

１年内 22,063千円

１年超 6,853千円

　合計 28,913千円

(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 14,685千円

減価償却費相当額 13,681千円

支払利息相当額 686千円

支払リース料 11,551千円

減価償却費相当額 10,796千円

支払利息相当額 325千円

支払リース料 26,588千円

減価償却費相当額 24,789千円

支払利息相当額 1,202千円

(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。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティグ・リース取引

　　該当事項はありません。

２．オペレーティグ・リース取引

同左

２．オペレーティグ・リース取引

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

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 1,342.55円

１株当たり中間純利益

金額
88.86円

１株当たり純資産額 1,769.50円

１株当たり中間純利益

金額
158.04円

１株当たり純資産額 1,481.17円

１株当たり当期純利益

金額
154.90円

　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、新株引受権

付社債及び新株予約権を発行しており、

新株引受権及び新株予約権の残高があ

りますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため記

載しておりません。

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
155.54円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株引受権

付社債及び新株予約権を発行しており、

新株引受権及び新株予約権の残高があ

りますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため記

載しておりません。

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

 
前中間会計期間

(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)

中間(当期)純利益(千円) 190,519 377,373 332,517

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－） （－）

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)
190,519 377,373 332,517

期中平均株式数(千株) 2,144 2,387 2,146

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 38 －

（うち新株予約権） (－) (38) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

第１回新株引受権付社

債(新株引受権の残高

27,510千円)及び新株予

約権(新株予約権の数

16,000個)。

──── 新株予約権（新株予約

権の数90,300個）。
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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）

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．新株引受権の行使 １．       ────── １．       ──────

　平成18年２月27日に第１回新株引受

権付社債の新株引受権の権利行使

（27,510千円）により、新株引受権帳

簿残高275千円が減少し、株式数等が

次のとおり増加いたしました。

  

株式数　　　　　　　30,000株

資本金　　　　　　　13,770千円

資本準備金　　　　　14,015千円

  

　これにより、平成18年２月27日現在

の発行済株式総数は2,174,000株、資

本金は1,192,386千円、資本準備金は

135,071千円となりました。

  

２．       ────── ２．       ────── ２．公募による新株式発行

　平成18年３月24日及び平成18年４月

５日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成18

年４月21日に払込が完了いたしました。

  この結果、平成18年４月21日付で資

本金は1,467,906千円、発行済株式総

数は2,414,000株となっております。

　新株発行の概要は、以下のとおりで

あります。

(1) 募集方式 ：一般募集

(ブックビルディ

ング方式による

募集)

(2) 発行する株式

の種類　及び

数

：普通株式

240,000株

(3) 発行価格 ：１株につき

2,900円

(4) 引受価額 ：１株につき

2,711円50銭

(5) 発行価額 ：１株につき

2,295円

(6) 資本組入額 ：１株につき

1,148円

(7) 発行価額の総

額

：550,800千円

(8) 払込金額の総

額

：650,760千円

(9) 資本組入額の

総額

：275,520千円

(10)払込期日 ：平成18年４月21

日

(11)配当起算日 ：平成18年４月１

日

(12)資金の使途 ：海外拠点の拡充
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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）

３．       ────── ３．       ────── ３．第四回新株予約権(ストックオプ

ション)発行

　平成18年６月28日開催の第25回定時

株主総会及び同日開催の取締役会の決

議に基づき、当社取締役及び一部の従

業員に対して、会社法第236条、第238

条及び第239条の規定に基づき新株予

約権の付与(ストックオプション)をい

たしております。

－ 18 －


