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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 （百万円未満切捨）

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 10,659 (1.7) 590 (186.0) 428 (290.9)

17年９月中間期 10,486 (△2.8) 206 (△46.9) 109 (△55.9)

18年３月期 21,147 454 270

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 174 (－) 9 76 － －

17年９月中間期 △1,066 (－) △59 70 － －

18年３月期 △1,596 △89 36 － －

(注) ①持分法投資損益 18年９月中間期 △17百万円 17年９月中間期 3百万円 18年３月期 19百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 17,860,232株 17年９月中間期 17,860,936株 18年３月期 17,860,780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 （百万円未満切捨）

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 22,857 6,127 26.7 343 10

17年９月中間期 24,302 6,546 26.9 366 55

18年３月期 21,952 6,147 28.0 344 17

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 17,859,779株 17年９月中間期 17,860,818株 18年３月期 17,860,416株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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 834 12 578 4,579

17年９月中間期 142 59 △115 3,463

18年３月期 649 △161 △715 3,153

(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 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２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 22,133 526 141

(参考)　１株当たり予想当期純利益(通期)　　　7円91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。従いまして、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。



１．企業集団の状況

　当企業グループは、当社、子会社５社、関連会社２社及び当社を関連会社とするその他の関係会社１社であり、主に

宗教用具関連事業、ホームセンター事業、総合アミューズメント事業及び不動産賃貸事業を行なっております。

　当企業グループの事業別会社、主な事業内容、各社の位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメント
の名称

会社名 事業の内容

宗教用具関連事業

当社 仏壇仏具の専門店として小売・卸売販売及び墓石の販売

㈱はせがわ仏壇工房 仏壇仏具の製造・販売、当社ほぼ全量の仕入れ

㈱はせがわ美術工芸 寺院内陣の設計施工、当社は特注仏具の仕入れ

ホームセンター事業 ㈱ホームセンターコマツ ＤＩＹ用品・家庭用品等の小売販売

総合アミューズメント事業 ㈱フォーチュン ボウリング場の経営

不動産賃貸事業

SAKURA THIRIPYITSAYA

HOTEL PTE.LTD.

ミャンマー連邦パガン市における

ホテル経営への投資

G.V.C.DEVELOPMENT

COMPANY LIMITED

ベトナム社会主義共和国ホーチミン市において

サービスアパートの賃貸

　（注）１．当社を関連会社とする長谷川興産㈱は、保険全般に関するコンサルティング業を営んでおります。

２．上記以外に当社の企業集団等には次の子会社(非連結)があります。

会　社　名 事 業 の 内 容

上海南無貿易有限公司 貿易コンサルタント
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　当企業グループの主な事業系統は、概ね次の図のとおりであります。

 

○ 

㈱はせがわ仏壇工房 

○ 

㈱はせがわ美術工芸 

○ 

㈱ホームセンターコマツ 

○ 

㈱フォーチュン 

㈱はせがわ 

● 

SAKURA THIRIPYITSAYA 

HOTEL PTE.LTD. 

● 

G.V.C. DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED 

仏壇仏具の販売 

特注仏具の販売 

仏壇仏具の小売 
・卸売販売及び 
墓石の販売 

顧                 

客 

寺院内陣の 
設計施工 

ＤＩＹ用品・
家庭用品等の
小売販売 

ボウリング場 
の経営 

ホテルの経営 

サービスアパート 
の賃貸 

ホームセンター事業 

宗教用具関連事業 

総合アミューズメント事業 

不動産賃貸事業 

国 内 海 外 

○ 連結子会社 
● 持分法適用関連会社 

(注) 非連結子会社については記載を省略しております。 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当企業グループは、創業の精神である「信用本位」・「感謝報恩」・「よろこびのあきない」を基本理念とし、「豊

かな心と心のつながりを育む社会の実現に貢献する」ことが企業目的であり、社会的使命と考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

　株主の皆様に対する利益還元が経営の重要施策の一つであるとの認識に立ち、長期にわたる安定した配当を基本と

し、内部留保金や業績等を勘案して配当を行なうこととしております。

　なお、内部留保金につきましては、仏壇・仏具販売拡大のための店舗の新設・改装及び企業提携の推進、墓石販売

拡大のための霊園・墓所の確保など、本業事業の拡大と事業基盤の強化のために効果的に投資してまいります。

(3）目標とする経営指標

　当企業グループは、仏壇・墓石の販売を中心とする事業強化により、主にＲＯＡ、売上高伸張率、自己資本比率を

目標とする経営指標とし、各指標の向上を目指しております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当企業グループは、新しいビジネスモデルへの移行を重点課題とする『新中期経営計画』(平成16年４月から平成19

年３月までの３ヵ年計画)を推進し、新たな企業価値創造に取り組んでおります。

『新中期経営計画』の年度別課題は次のとおりであります。 

平成17年３月期

　固定費の削減や商品在庫のコントロール強化などに加え、墓石販売戦略への投資効率を向上させるなど、顧客の視

点に立ったローコスト体質への転換に取り組んでまいりました。

　また、宗教用具関連事業の小売部門では、営業効率の向上を目指して店舗のマネジメントを個店別からエリア別と

するための組織の見直しにも着手(「エリア制」販売体制の実験を開始)するとともに、仏壇販売戦略と墓石販売戦略

の相乗効果を高めるために販売方法の見直しを行ないました。

　さらには、新しいマーケット創造とビジネスモデルの構築のために、新たに提供する商品やサービスの開発のため

のマーケティングにも着手いたしました。

平成18年３月期

　平成17年３月期に着手した「エリア制」実験の成果を受けて、小売部門全地域での「エリア制」販売体制を開始い

たしました。

　平成18年３月期は「個人情報保護法」施行への対応策として営業活動を縮小したことから、宗教用具関連企業では

減収となりましたが、同販売体制実施の効果が徐々に発揮され、下半期には前年の売上高を上回ることができまし

た。

　また、「高円寺 ご葬儀・ご供養相談センター」を開設し、新たに提供する商品やサービスの実験を本格的に開始い

たしました。　

平成19年３月期

　前連結会計年度に小売部門全地域で導入した「エリア制」販売体制のさらなる深化に取り組むとともに、競争力を

持つ商品の開発や商品構成の見直しに注力しております。

　また、仏壇・仏具や墓石などの従来の商品に加え、「供養」に関連した新しい商品やサービスの提供に向けて準備

を進めており、新しいマーケット創造とビジネスモデル構築に注力しております。

(5）会社の対処すべき課題

　当企業グループは、本業事業の強化と非本業事業の売却による投下資金の回収を引き続き推進してまいります。
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(6）親会社等に関する事項

①　親会社に関する事項

会社名　　長谷川興産株式会社

属　性　　上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社

親会社等の議決権所有割合　　23.53％

親会社等が発行する株券が上場されている証券会社名　　なし

②　親会社等における上場会社の位置付け

　当社代表取締役社長 長谷川裕一が代表取締役を兼務する長谷川興産株式会社は、当社の法人主要株主であり、当

社の議決権の23.53％を所有しております。

③　親会社等との取引に関する事項

親会社等との取引関係はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、引き続き企業収益の改善により着実な回復が続いております。

　このような情勢の中で当企業グループは『新中期経営計画』(平成16年４月から平成19年３月までの３ヵ年計画)

に基づき、宗教用具関連事業の小売部門での「エリア制」販売体制やマネジメントの深化に加え、競争力の高い商

品の導入などによる本業事業の強化を図ってまいりました。

　この結果、売上高につきましては、前連結会計年度に宗教用具関連事業の小売部門において導入した「エリア制」

販売体制の効果などもあって106億59百万円(前年同期比1.7％増)となりました。

　営業利益につきましては、売上高の増加や宗教用具関連事業の小売部門での物流体制の見直しによる効率化など

により５億90百万円(前年同期比186.0％増)、経常利益につきましては４億28百万円(前年同期比290.9％増)となり

ました。

　中間純利益につきましては、前中間連結会計期間に「固定資産の減損に係る会計基準」の適用による減損損失を

計上したこともあり、１億74百万円(前年同期は中間純損失10億66百万円)と大幅な増益となりました。

事業の種類別セグメントの業績

・宗教用具関連事業

　小売部門の仏壇・仏具の売上高につきましては、「個人情報保護法」の施行により、提携企業からの情報入手

数減少の影響はあったものの、前連結会計年度に導入した「エリア制」販売体制の導入効果や単価の向上もあり、

店舗販売では54億73百万円(前年同期比1.6％増)、企業提携販売では11億18百万円(前年同期比3.6％減)となりま

した。

　墓石の売上高につきましては、優良霊園の確保による安定した受注の獲得や単価の向上などにより、23億19百

万円(前年同期比8.8％増)となり、小売部門全体の売上高は89億11百万円(前年同期比2.7％増)となりました。

【小売部門の売上高の構成比及び前年同期比増減】

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前年同期比増減

金額
(百万円)

構成比
金額

(百万円)
構成比

金額
(百万円)

増減率

仏壇・仏具
店舗販売 5,387 62.1％ 5,473 61.4％ 86 1.6％

企業提携販売 1,160 13.4％ 1,118 12.6％ △42 △3.6％

墓石販売 2,131 24.5％ 2,319 26.0％ 187 8.8％

計 8,679 100.0％ 8,911 100.0％ 232 2.7％

　卸売部門につきましては、業界内での単価下落の影響を受けて、売上高は４億43百万円(前年同期比6.5％減)とな

りました。

　製造部門につきましては、さらなる品質の向上と技術の向上に注力し、売上高は３億39百万円(前年同期比34.1％

増）となりました。

　以上の結果、宗教用具関連事業の売上高は96億94百万円(前年同期比3.0％増)となり、営業利益は５億96百万円

(前年同期比161.4％増)となりました。
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・ホームセンター事業

　ホームセンター事業につきましては、業界内での競争が続く中、お客様のニーズに合った売り場作りとサービ

スの提供に注力したものの、天候不順の影響などにより、売上高は６億74百万円(前年同期比0.9％減)となり、営

業利益は７百万円(前年同期比26.1％減)となりました。

・総合アミューズメント事業

　総合アミューズメント事業につきましては、商圏での競合激化等の影響により、売上高は２億89百万円(前年同

期比1.6％減)、営業損失は13百万円(前年同期は営業損失17百万円)となりました。

(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、前連結会計期間末に比べ14億26百

万円増加して45億79百万円となりました。

　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、８億34百万円(前年同期比485.0％増)となりました。

　これは、主に税金等調整前中間純利益３億96百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失13億26百万円)に加え、

売上債権の減少額１億25百万円や前受金の増加などによる３億10百万円の資金の増加などがあったためであります。

 (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、12百万円(前年同期比78.6％減)となりました。

　これは、主に店舗改装等による有形固定資産の取得に伴う支出要因がありましたが、墓石販売に伴う営業保証金

(建墓権)の回収等の収入要因が反映したものであります。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られた資金は、５億78百万円(前年同期は１億15百万円の支出)となりました。

　これは、主に長期資金の借入れによるものであります。

　　なお、当企業グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 　　　【連結キャッシュ・フロー指標のトレンド】

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（％） 28.3 29.7 26.1 28.0 26.7

時価ベースの自己資本比率（％） 21.2 24.4 24.3 24.9 23.8

債務償還年数（年） 18.3 9.0 43.2 18.0 7.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.4 4.6 1.1 2.2 6.9

 　　　　(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　　　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

　　　　　　　　中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。

　　　　　　　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

　　　　　　　１　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

　　　　　　　２　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。

　　　　　　　３　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

　　　　　　　　　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。

　　　　　　　また、利払いにつきましては、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。
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(3）通期の見通し

　今後の景況につきましては、引き続き緩やかな回復基調が継続されるものと予想されます。

　このような見通しの中で当企業グループといたしましては、宗教用具関連事業の小売部門での「エリア制」販売体

制のさらなる深化に取り組むとともに、新たなビジネスモデル構築の推進を図ってまいります。

　通期の業績見通しにつきましては、売上高は221億33百万円(前年同期比4.7％増)、営業利益は８億61百万円(前年同

期比89.5％増)、経常利益は５億26百万円(前年同期比94.3％増)、当期純利益は１億41百万円(前年同期は当期純損失

15億96百万円)を見込んでおります。

　通期の単独業績につきましては、売上高は191億50百万円(前年同期比5.5％増)、営業利益は８億円(前年同期比

79.8％増)、経常利益は５億円(前年同期比91.5％増)、当期純利益は１億48百万円(前年同期は当期純損失10億84百万

円)を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

当企業グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を与える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につきましては、当中間連結会計期間末現在において当企業グループが判

断したものであります。

 ① 仏壇・墓石に対する意識の変化について

仏壇・墓石に関する消費者の嗜好は、宗教観や価値観の変化に伴って、低価格化が進む一方で高級な商品を求め

る動きも活発化するなど、多様化の傾向が見受けられます。　

　このような消費者の意識の変化が、当企業グループの今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 優良な霊園・墓所の確保について

大都市圏での墓地不足が続いており、顧客の要望も、より都心に近く立地の良い霊園を求める傾向が強くなって

おります。

　業界内では平成20年頃が霊園需要のピークになると予測されていますが、墓石売上確保のためには数年の余裕を

持って霊園を確保することが重要となります。

　300～1,000区画の小型霊園の開発が活発化しておりますが、開発業者と近隣住民とのトラブルなどにより、新規

開発は従来に比べて困難な状況となっております。

　将来に向けて、優良な霊園や墓所が充分確保できない場合は、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 ③ 有利子負債への依存について

当企業グループの有利子負債残高は減少傾向にはあるものの、当中間連結会計期間末現在におきましても有利子

負債依存度は高い水準にあります。

金利水準が変動した場合には、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

区　　　　　分 平成16年９月中間期 平成17年９月中間期 平成18年９月中間期

 総資産額 （百万円） 25,874 24,302 22,857

 有利子負債合計 （百万円） 13,377 12,320 12,335

 有利子負債依存度 （％） 51.7 50.7 54.0

 売上高 （百万円） 10,783 10,486 10,659

 営業利益 （百万円） 388 206 590

 支払利息 （百万円） 153 129 128

 支払利息／売上高 （％） 1.4 1.2 1.2

 ④ 販売商品について

小売部門、卸売部門で販売する商品の大半は、中国などアジア各国からの輸入によるものであります。

　このため、中国などアジア各国の政治情勢や経済環境などの影響を受ける可能性があります。

 ⑤ 顧客情報について

当企業グループでは、多くの顧客情報を取り扱っております。

　当企業グループでは、顧客情報の取り扱いについての諸規定を整備するとともに、情報システムのセキュリティ

の確保等により、個人情報に対する情報漏洩を防ぐ対策を講じておりますが、不測の事態等により個人情報が外部

に漏洩した場合、当企業グループの社会的信用の低下や損害賠償請求の発生等により、当企業グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

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)

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
（％）

金額　（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 3,669,483 4,785,861 3,366,478

２　受取手形及び売掛金 ※３ 681,180 811,269 937,123

３　たな卸資産 3,625,993 3,485,355 3,368,998

４　繰延税金資産 66,390 161,850 161,812

５　その他 469,135 399,780 412,225

６　貸倒引当金 △18,377 △14,960 △16,685

流動資産合計 8,493,804 35.0 9,629,157 42.1 8,229,952 37.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1)　建物及び構築物 ※２ 2,660,857  797,785  825,533  

(2)　造作 682,074  670,407  686,467  

(3)　機械装置及び運搬具
　 　

20,103  18,887  19,854  

(4)　土地 ※２ 1,458,562  1,457,873  1,458,562  

(5)　建設仮勘定 9,975  9,751  －  

(6)　その他 350,025 5,181,597 21.3 307,689 3,262,395 14.3 304,677 3,295,095 15.0

２　無形固定資産 338,200 1.4 140,675 0.6 145,943 0.7

３　投資その他の資産

(1)　投資有価証券 ※２ 2,021,589  1,909,494  2,094,305  

(2)　長期貸付金 343,190  679,303  663,674  

(3)　繰延税金資産 899,496  885,477  968,718  

(4)　営業保証金 ※２ 3,809,700  3,749,010  3,932,038  

(5)　差入保証金 ※２ 2,789,481  2,576,211  2,635,069  

(6)　その他 ※２ 1,370,662  978,292  912,355  

(7)　貸倒引当金 △944,881 10,289,240 42.3 △952,762 9,825,027 43.0 △924,530 10,281,630 46.8

固定資産合計 15,809,038 65.0 13,228,098 57.9 13,722,669 62.5

資産合計 24,302,843 100.0 22,857,255 100.0 21,952,622 100.0

－ 8 －



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)

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
（％）

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 1,375,820 1,560,361 1,646,340

２　短期借入金 ※２ 6,678,615 7,705,314 7,807,624

３　未払金 1,654,146 432,564 400,373

４　未払法人税等 69,140 64,877 72,487

５　賞与引当金 50,445 207,013 191,718

６　その他 970,369 1,120,971 783,031

流動負債合計 10,798,538 44.4 11,091,103 48.5 10,901,575 49.7

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 5,641,514 4,629,773 3,881,635

２　退職給付引当金 517,341 442,056 441,232

３　役員退職慰労引当金 282,051 294,942 288,722

４　その他 312,547 271,622 292,341

固定負債合計 6,753,453 27.8 5,638,394 24.7 4,903,930 22.3

負債合計 17,551,992 72.2 16,729,497 73.2 15,805,506 72.0

（少数株主持分）

少数株主持分 203,954 0.9 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,915,768 16.1 － － 3,915,768 17.8

Ⅱ　資本剰余金 2,593,772 10.7 － － 2,593,772 11.8

Ⅲ　利益剰余金 △348,869 △1.4 － － △878,586 △3.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

520,240 2.1 － － 593,132 2.7

Ⅴ　為替換算調整勘定 △66,000 △0.3 － － △8,829 △0.1

Ⅵ　自己株式 △68,014 △0.3 － － △68,142 △0.3

資本合計 6,546,896 26.9 － － 6,147,115 28.0

負債、少数株主持分及び
資本合計

24,302,843 100.0 － － 21,952,622 100.0
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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）

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
（％）

金　額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,915,768 17.1 － －

２　資本剰余金  － － 1,564,207 6.8 － －

３　利益剰余金  － － 253,991 1.2 － －

４　自己株式  － － △68,337 △0.3 － －

株主資本合計  － － 5,665,629 24.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

 － － 444,322 1.9 － －

２　為替換算調整勘定  － － △5,522 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 438,799 1.9 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 23,328 0.1 － －

純資産合計  － － 6,127,757 26.8 － －

負債、純資産合計  － － 22,857,255 100.0 － －
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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)

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
（％）

金　額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,486,528 100.0 10,659,574 100.0 21,147,066 100.0

Ⅱ　売上原価 4,534,723 43.2 4,427,657 41.5 9,277,611 43.9

売上総利益 5,951,805 56.8 6,231,917 58.5 11,869,454 56.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１　販売促進費 389,852 459,711 840,962

２　貸倒引当金繰入額 － － 570

３　給料及び賞与手当 2,100,393 1,916,397 4,122,263

４　賞与引当金繰入額 18,686 175,324 162,557

５　退職給付費用 78,306 82,532 75,451

６　役員退職慰労引当
金繰入額

23,130 7,886 29,801

７　福利厚生費 450,571 450,227 923,504

８　株式報酬費用 － 23,328 －

９　賃借料 861,093 827,610 1,716,640

10　その他 1,823,390 5,745,424 54.8 1,698,661 5,641,681 53.0 3,542,856 11,414,608 53.9

営業利益 206,380 2.0 590,235 5.5 454,846 2.2

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 4,448 4,769 80,688

２　受取配当金 9,561 10,458 17,656

３　持分法による投資
利益

3,030 － 19,803

４　経営受託収入 － － 27,601

５　為替差益 61,372 541 15,511

６　その他 44,973 123,386 1.2 38,016 53,786 0.5 79,735 240,997 1.1

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 129,621 128,632 257,126

２　持分法による投資
損失

－ 17,869 －

３　貸倒引当金繰入額 － 23,645 3,835

４　その他 90,538 220,159 2.1 45,412 215,559 2.0 163,900 424,863 2.0

経常利益 109,607 1.0 428,461 4.0 270,980 1.3

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 － 3,826 701

２　投資有価証券売却
益

11,624 － 101,078

３　その他 － 11,624 0.1 － 3,826 0.0 73,333 175,113 0.8

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却・除
却損

※１ 44,203 12,762 97,701

２　減損損失 ※２ 1,217,488 21,761 1,223,929

３　投資有価証券売却
損

1,622 － 1,622

４　投資有価証券評価
損

2,025 1,040 4,028

５　貸倒引当金繰入額 56,003 － 118,795
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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
（％）

金　額（千円）
百分比
（％）

６　海外投資損失 － － 890,685

７　店舗閉鎖損失 94,439 － 75,439

８　その他 31,911 1,447,694 13.8 － 35,565 0.3 73,608 2,485,809 11.7

税金等調整前中間
純利益又は中間(当
期)純損失(△)

△1,326,462 △12.6 396,723 3.7 △2,039,716 △9.6

法人税、住民税及
び事業税

84,180 39,275 136,482

法人税等調整額 △341,820 △257,640 △2.5 183,035 222,311 2.1 △558,075 △421,592 △2.0

少数株主損失 2,474 0.0 － － 22,059 0.1

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△)

△1,066,347 △10.1 174,412 1.6 △1,596,063 △7.5

(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 2,593,772 2,593,772

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期末)残

高
2,593,772 2,593,772

（利益剰余金の部）

 Ⅰ　利益剰余金期首残高 788,841 788,841

Ⅱ　利益剰余金減少高

 １　中間(当期)純損失 1,066,347 1,596,063

２　配当金 66,979 66,979

３　役員賞与 4,384 1,137,711 4,384 1,667,427

Ⅲ　利益剰余金中間期末(期末)残

高
△348,869 △878,586

－ 12 －



 　　 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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,915,768 2,593,772 △878,586 △68,142 5,562,812

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － △66,976 － － △66,976

利益処分による役員賞与 － － △4,423 － △4,423

資本剰余金から利益剰余金への

振替額
－ △962,588 962,588 － －

中間純利益 － － 174,412 － 174,412

自己株式の取得 － － － △195 △195

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）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ △1,029,565 1,132,577 △195 102,817

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,915,768 1,564,207 253,991 △68,337 5,665,629

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（千円）
593,132 △8,829 584,303 － 6,147,115

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △66,976

利益処分による役員賞与 － － － － △4,423

資本剰余金から利益剰余金への

振替額
－ － － － －

中間純利益 － － － － 174,412

自己株式の取得 － － － － △195

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）
△148,809 3,306 △145,503 23,328 △122,175

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△148,809 3,306 △145,503 23,328 △19,358

平成18年９月30日　残高

（千円）
444,322 △5,522 438,799 23,328 6,127,757

－ 13 －



(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連結

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 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

１　税金等調整前中間(当期)純損益 △1,326,462 396,723 △2,039,716

２　減価償却費 168,445 109,108 360,159

３　貸倒引当金の増減額 69,980 26,506 47,937

４　賞与引当金の増減額 2,229 15,295 143,502

５　退職給付引当金の増減額 △7,384 824 △83,493

６　役員退職慰労引当金の増減額 4,001 6,220 10,672

７　受取利息及び受取配当金 △14,010 △15,228 △98,345

８　支払利息 129,621 128,632 257,126

９　投資有価証券売却損益 △10,001 － △99,456

10　投資有価証券評価損 2,025 1,040 4,028

11　固定資産売却益 － △3,826 △701

12　固定資産売却・除却損 44,203 12,762 97,701

13　海外投資損失 － － 890,685

14　店舗閉鎖損失 94,439 － 75,439

15　減損損失 1,217,488 21,761 1,223,929

16　為替差損益 △65,058 △3,122 △31,653

17　持分法による投資損益 △3,030 17,869 △19,803

18　売上債権の増減額 106,789 125,853 △155,319

19　たな卸資産の増減額 △67,213 △116,357 183,264

20　その他流動資産の増減額 46,977 △18,666 81,723

21　仕入債務の増減額 △111,604 △85,978 159,679

22　未払金の増減額 85,326 31,870 △44,732

23　その他流動負債の増減額 143,247 310,701 16,626

24　役員賞与の支払額 △4,384 △4,423 △4,384

25　その他 △95,415 △2,067 57,913

小計 410,213 955,501 1,032,783

26　利息及び配当金の受取額 14,010 15,015 98,345

27　利息の支払額 △134,631 △121,462 △289,394

28　法人税等の支払額 △146,878 △14,202 △192,054

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,714 834,851 649,680
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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連結

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 金　額（千円） 金　額（千円） 金　額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の預入による支出 △11,000 △6,000 △18,000

２　定期預金の払戻による収入 12,000 13,000 12,000

３　有形固定資産の取得による支出 △135,805 △76,205 △351,935

４　有形固定資産の売却による収入 － 3,342 1,140

５　無形固定資産の取得による支出 － △4,880 －

６　投資有価証券の取得による支出 △99,972 △74,902 △169,015

７　投資有価証券の売却による収入 131,386 － 356,715

８　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出
－ － △34,162

９　貸付けによる支出 △13,531 △281,960 △35,561

10　貸付金の回収による収入 65,253 219,306 121,974

11　営業保証金の支出 △514,385 △531,045 △1,077,540

12　営業保証金の回収による収入 564,002 714,074 1,004,819

13　差入保証金の増減額 42,655 58,858 197,067

14　その他投資の増減額 20,161 △20,438 △50,172

15　その他長期負債の増減額 △1,264 △432 △118,513

投資活動によるキャッシュ・フロー 59,499 12,716 △161,185

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金の純増減額 268,071 △281,500 △63,508

２　長期借入れによる収入 1,300,000 2,660,000 2,663,000

３　長期借入金の返済による支出 △1,616,812 △1,732,672 △3,247,291

４　自己株式の純増減額 △88 △195 △217

５　配当金の支払額 △66,901 △66,655 △67,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,731 578,977 △715,067

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,694 △162 4,743

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 88,176 1,426,383 △221,828

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,375,306 3,153,478 3,375,306

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 3,463,483 4,579,861 3,153,478
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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

項　　　目
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 子会社７社のうち、㈱はせがわ仏壇

工房、㈱はせがわ美術工芸、㈱ホー

ムセンターコマツ、㈱フォーチュン、

EXE-SAKURA RESIDENCE

DEVELOPMENT PTE LTD.、EXE 

DESIGN MYANMAR COMPANY LIMITED

の６社を連結の範囲に含めておりま

す。

非連結子会社である上海南無貿易有

限公司は、総資産・売上高・中間純

損益及び利益剰余金等からみて、い

ずれも小規模であり、かつ全体とし

ても中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

子会社５社のうち、㈱はせがわ仏壇

工房、㈱はせがわ美術工芸、㈱ホー

ムセンターコマツ、㈱フォーチュン

の４社を連結の範囲に含めておりま

す。

非連結子会社である上海南無貿易有

限公司は、総資産・売上高・中間純

損益及び利益剰余金等からみて、い

ずれも小規模であり、かつ全体とし

ても中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

子会社５社のうち、㈱はせがわ仏壇

工房、㈱はせがわ美術工芸、㈱ホー

ムセンターコマツ、㈱フォーチュン

の４社を連結の範囲に含めておりま

す。

なお、EXE-SAKURA RESIDENCE

DEVELOPMENT PTE.LTD.については、

当連結会計年度において出資持分

51％のうち41％を譲渡し、子会社で

なくなったため、連結の範囲から除

外しております。

また、EXE-SAKURA RESIDENCE

DEVELOPMENT PTE.LTD.を通して間接

所有しておりましたEXE

DESIGN MYANMAR COMPANY LIMITED

についても連結の範囲から除外して

おります。ただし、譲渡日を当連結

会計年度末としたため、譲渡日まで

の損益については、連結財務諸表に

含めております。

非連結子会社である上海南無貿易有

限公司は総資産・売上高・当期純損

益及び利益剰余金等からみて、いず

れも小規模であり、かつ全体として

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲から除

外しております。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社は、

SAKURA THIRIPYITSAYA HOTEL

PTE. LTD.、G.V.C. DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDの２社であります。

同社の中間決算日は、それぞれ６月

末日であり、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

非連結子会社である上海南無貿易有

限公司については、中間純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外して

おります。

同左 持分法を適用した関連会社は、

SAKURA THIRIPYITSAYA HOTEL

PTE. LTD.、G.V.C. DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDの２社であります。

同社の決算日は、それぞれ12月末日

であり、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。

非連結子会社である上海南無貿易有

限公司については、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外して

おります。
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項　　　目
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)

３　連結子会社の(中間)決算

日等に関する事項

連結子会社のうち、㈱ホームセン

ターコマツの中間決算日は８月末日

であり、EXE-SAKURA RESIDENCE 

DEVELOPMENT PTE. LTD.、EXE 

DESIGN MYANMAR COMPANY LIMITED

の中間決算日は６月末日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用しており、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行なってお

ります。

前記以外の連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と同じでありま

す。

連結子会社のうち、㈱ホームセン

ターコマツの中間決算日は８月末日

であります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同中間決算日現在の中間財務諸

表を使用しており、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行なってお

ります。

前記以外の連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と同じでありま

す。

連結子会社のうち、㈱ホームセン

ターコマツの決算日は２月末日であ

ります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おり、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行なっております。

前記以外の連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と同じでありま

す。

４　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

(イ）有価証券 (イ）有価証券 (イ）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

中間連結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)

時価のあるもの

中間連結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)

時価のあるもの

連結決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産

商品 商品 商品

仏壇

個別法による原価法

仏壇

同左

仏壇

同左

仏具

先入先出法による原価法

仏具

同左

仏具

同左

ホームセンター商品

売価還元法による原価法

ホームセンター商品 

同左

ホームセンター商品 

同左

製品・仕掛品

個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

原材料

先入先出法による原価法

原材料

同左

原材料

同左
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項　　　目
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)

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ）有形固定資産

提出会社㈱はせがわ及び国内

子会社については、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(付属設備を

除く)及び造作については、定

額法を採用しております。

なお、在外子会社については、

定額法を採用しております。

(イ）有形固定資産

提出会社㈱はせがわ及び国内

子会社については、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(付属設備を

除く)及び造作については、定

額法を採用しております。

(イ）有形固定資産

提出会社㈱はせがわ及び国内

子会社については、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(付属設備を除く)及

び造作については、定額法を

採用しております。

なお、在外子会社については、

定額法を採用しております。

(ロ）無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、営業権は商法施行規

則の規定に基づき均等償却(５

年)しております。

(ロ）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、のれんは５年均等償却、

ソフトウェア(自社利用)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。

(ロ）無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、営業権は商法施行規

則の規定に基づき均等償却(５

年)しております。
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項　　　目
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)

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ）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。

(イ）貸倒引当金

同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）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、支給見

込額を計上しております。

なお、提出会社㈱はせがわは

年俸制を採用しているため賞

与引当金は計上しておりませ

ん。

(ロ）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、支給見

込額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）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。

過去勤務債務については、そ

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(５

年)による按分額を費用から減

額処理しております。

数理計算上の差異は発生年度

に全額費用処理しております。

(ハ）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。

数理計算上の差異は発生年度

に全額費用処理しております。

(ハ）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、当連結会

計年度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。

過去勤務債務については、そ

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(５

年)による按分額を費用から減

額処理しております。 

数理計算上の差異は発生年度

に全額費用処理しておりま

す。 

(ニ）役員退職慰労引当金

提出会社㈱はせがわの役員の

退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(ニ）役員退職慰労引当金

同左

(ニ）役員退職慰労引当金

提出会社㈱はせがわの役員の

退職慰労金の支給に充てるた

め、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）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

(5）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金

利オプション及び金利スワッ

プについては、特例処理を採

用しております。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利オプション取引、金利

スワップ取引

ヘッジ手段

 同左

ヘッジ手段

 同左

ヘッジ対象

借入金

 ヘッジ対象

 同左

 ヘッジ対象

 同左

(ハ）ヘッジ方針

金利の変動による大きな損失

を回避する目的で金利オプ

ション取引及び金利スワップ

取引を利用しております。

ヘッジ対象の識別を取引単位

で行なう方法(個別ヘッジ)に

よっております。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件の判定をもっ

て有効性の判定に代えており

ます。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ホ）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

金利オプション及び金利ス

ワップの実行・管理は、経理

部にて行なっており、取引に

関する管理規定は特に設けて

おりませんが、取引は全て事

前に取締役会にて充分な検討

のうえ実施することとしてお

ります。

(ホ）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左

(ホ）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左
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項　　　目
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)

(6）その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重

要な事項

(イ）利益処分方式による圧縮積立

金の取扱い

中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当期において予定している利

益処分による買換資産圧縮積

立金の取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金

額を計算しております。

(イ）利益処分方式による圧縮積立

金の取扱い 

同左

─────

(ロ）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。

(ロ）消費税等の会計処理

同左

(イ）消費税等の会計処理

同左

５　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

取得日から３ヵ月以内に満期の到来

する流動性の高い、かつ価値が変動

するおそれのほとんどない預金のみ

を計上しております。

同左 同左
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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、

1,217,001千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の

中間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、

1,222,956千円増加しております。

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

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(企業会計基準委員会 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(企業会計基準委員会 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

6,104,429千円であります。

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。

 ─────

 ───── (ストック・オプション等に関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業会計基準第

８号(企業会計基準委員会 平成17年12月27

日)）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第11号（企業会計基準委員会 最終改正平成18

年５月31日)）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ23,328千円減少

しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

 ─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

※１
有形固定資産の減価償却累計額は、

5,291,317千円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は、

4,573,566千円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は、

4,573,506千円であります。

※２

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 431,589

土地 1,377,132

定期預金 190,000

投資有価証券 1,209,203

差入保証金 976,955

投資その他の資産
その他

245,641

計 4,430,522

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 504,728

土地 1,377,132

定期預金 190,000

投資有価証券 1,138,313

営業保証金 326,700

差入保証金 955,407

投資その他の資産
その他

253,812

計 4,746,093

担保に供している
資産

金額（千円）

建物 522,639

土地 1,377,132

定期預金 190,000

投資有価証券 1,347,872

営業保証金 363,000

差入保証金 961,254

投資その他の資産
その他

249,727

計 5,011,625

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

3,652,980

短期借入金 559,000

計 4,211,980

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

4,044,960

短期借入金 521,600

計 4,566,560

上記に対応する債
務等

金額（千円）

長期借入金
(１年以内返済分
を含む)

3,658,500

短期借入金 550,600

計 4,209,100

※３

───── 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間連結会計期間

末日は金融機関が休日のため、次の中間会

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　　　25,049千円

　支払手形　　　20,687千円 

─────

偶発債務

連結会社以外の会社の銀行借入に対し、次

のとおり債務保証を行なっております。

連結会社以外の会社の銀行借入に対し、次

のとおり債務保証を行なっております。

連結会社以外の会社の銀行借入に対し、次

のとおり債務保証を行なっております。

G.V.C. DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED

192,284千円
G.V.C. DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED

140,770千円
G.V.C. DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED

169,906千円

 （外貨額1,698千米ドル）  （外貨額1,193千米ドル） （外貨額1,446千米ドル）
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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

固定資産売却・除却損の内訳は次のとおり

であります。

固定資産売却・除却損の内訳は次のとおり

であります。

固定資産売却・除却損の内訳は次のとおり

であります。

建物及び構築物除却損 27,109千円

造作除却損 12,658千円

機械装置及び運搬具除

却損
22千円

その他除却損 4,412千円

計 44,203千円

建物及び構築物除却損 2,278千円

造作除却損 7,871千円

機械装置及び運搬具売

却・除却損
73千円

その他除却損 2,539千円

計 12,762千円

造作除却損 21,235千円

建物及び構築物除却損 64,616千円

機械装置及び運搬具除

却損
224千円

その他除却損 11,624千円

計 97,701千円

※２

減損損失

当中間連結会計期間において、当企業グ

ループは以下の資産について減損損失を計

上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

ホーム
センター
木更津店

土地 
千葉県
木更津市 

928,328

遊休不動産 土地・建物等
福岡県
田川郡他 

264,204

遊休不動産 借地権・建物
長野県
茅野市 

24,954

 合　　　計 1,217,488

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、遊休資産

については、個別の資産単位毎に把握して

おります。

その結果、近年の継続的な地価の下落によ

り、帳簿価額に対して市場価格が著しく下

落した状況にある資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

その内訳は、土地1,183,444千円、建物

26,110千円、借地権7,145千円、その他787

千円であります。

当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(固定資産税評価額又は取引事例価格を参

考)により測定しております。

減損損失

当中間連結会計期間において、当企業グ

ループは以下の資産について減損損失を計

上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

日立店 造作・構築物等
茨城県
日立市

10,932

桃園シティ
ボウル

造作
福岡県
北九州市

10,829

 合　　　計 21,761

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、店舗設備

資産については、個別の資産単位毎に把握

しております。 

その結果、小売部門で閉店が見込まれてい

る店舗設備資産について、当該資産の除却

額及び原状復帰費用の見込額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

また、収益性が低下した資産グループにつ

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として特別損失に計

上しております。

その内訳は、造作13,871千円、構築物

1,434千円、その他956千円及び現状復帰費

用見込額5,500千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額の

算定に関しては、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを５％で割

り引いて算定しております。

減損損失

当連結会計年度において、以下の資産につ

いて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

ホーム
センター
木更津店

土地
千葉県
木更津市

928,328

桃園シティ
ボウル

造作
福岡県
北九州市

6,440

遊休不動産 土地・建物等
福岡県
田川郡他

264,204

遊休不動産 借地権・建物
長野県
茅野市

24,954

合　　　計 1,223,929

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によっ

て資産のグルーピングを行ない、遊休資産

については、個別の資産単位毎に把握して

おります。

その結果、近年の継続的な地価の下落によ

り、帳簿価額に対して市場価格が著しく下

落した資産や収益性が低下した資産グルー

プについて、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として特別

損失に計上しております。

その内訳は、土地1,183,444千円、建物

26,110千円、借地権7,145千円、その他

7,228千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額の

算定に関しては、正味売却価額により測定

している場合は固定資産税評価額又は取引

事例価格を参考に算定し、使用価値により

測定している場合は将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定しております。
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（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）

 　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（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）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 18,014,376 － － 18,014,376

合計 18,014,376 － － 18,014,376

自己株式

普通株式 153,960 637 － 154,597

合計 153,960 637 － 154,597

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加637株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）
第４回(平成14年)新株予約権 普通株式 332 － 332 － －

第５回(平成15年)新株予約権 普通株式 421 － 7 414 －

第６回(平成16年)新株予約権 普通株式 5 － － 5 －

第７回(平成16年)新株予約権 普通株式 330 － 9 321 －

第８回(平成18年)新株予約権 普通株式 － 290 － 290 13,920

 第９回(平成18年)新株予約権 普通株式 － 196 － 196 9,408

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 1,088 486 348 1,226 23,328

 (注) １．第４回(平成14年)新株予約権の減少は、権利行使期間満了によるものであります。

　　　２．第５回(平成15年)新株予約権の減少７千株及び第７回(平成16年)新株予約権の減少９千株は、権利喪失によ

　　　　　るものであります。

　　　３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 　３．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 66,976 3.75 平成18年３月31日 平成18年６月23日

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

 　　　　該当事項はありません。
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（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当中間連結会計期間末

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当中間連結会計期間末

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当連結会計年度末残高

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

現金及び預金勘定 3,669,483千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△206,000千円

現金及び現金同等物 3,463,483千円

現金及び預金勘定 4,785,861千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△206,000千円

現金及び現金同等物 4,579,861千円

現金及び預金勘定 3,366,478千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△213,000千円

現金及び現金同等物 3,153,478千円
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（リース取引関係）

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)

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

に係る注記

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

に係る注記

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

に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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)

機械装置及

び運搬具
49,360 42,440 6,920

その他 998,298 522,755 475,542

合計 1,047,658 565,196 482,462

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)

機械装置及

び運搬具
7,600 6,840 760

その他 1,003,534 718,343 285,190

合計 1,011,134 725,184 285,950

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)

機械装置及

び運搬具
49,360 46,680 2,680

その他 996,563 618,065 378,498

合計 1,045,924 664,745 381,178

２　未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 205,999千円

１年超 287,656千円

計 493,656千円

１年以内 162,621千円

１年超 128,905千円

計 291,527千円

１年以内 197,747千円

１年超 190,147千円

計 387,895千円

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 104,761千円

減価償却費相当額 100,910千円

支払利息相当額 3,568千円

支払リース料 105,814千円

減価償却費相当額 102,198千円

支払利息相当額 2,475千円

支払リース料 206,350千円

減価償却費相当額 200,037千円

支払利息相当額 6,755千円

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

(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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（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

区　　　　分 取得原価（千円）
　中間連結貸借対照表
　計上額（千円）

差　額（千円）

株式 699,173 1,493,104 793,930

債券

社債 10,000 9,446 △553

その他 91,639 100,014 8,374

計 800,813 1,602,565 801,752

 

２　時価評価されていない有価証券

主　　な　　内　　容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 143,558

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

区　　　　分 取得原価（千円）
　中間連結貸借対照表
　計上額（千円）

差　額（千円）

株式 633,812 1,297,306 663,493

債券

社債 10,000 9,847 △152

その他 163,195 167,144 3,949

計 807,008 1,474,298 667,290

 

２　時価評価されていない有価証券

主　　な　　内　　容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 151,346
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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

区　　　　分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差　額（千円）

株式 633,814 1,544,664 910,849

債券

社債 10,000 9,271 △728

その他 88,695 96,991 8,295

計 732,509 1,650,926 918,417

　(注)　当連結会計年度において、減損処理を行なっており、処理金額は1,984千円であります。

２　時価評価されていない有価証券

主　　な　　内　　容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 149,935

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

該当事項はありません。

　なお、金利オプション取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

該当事項はありません。

　なお、金利オプション取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので注記の対象から除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

該当事項はありません。

　なお、金利オプション取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので注記の対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

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）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　23,328千円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第８回(平成18年)新株予約権

 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役７名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　290,000株

 付与日 平成18年７月１日

 権利確定条件
 付与日と権利確定日が同日であるため、該当事項はありま

せん。

 対象勤務期間  同上

 権利行使期間  平成18年７月１日から平成23年６月30日まで

 権利行使価格（円） 307

 付与日における公正な評価単価（円） 48

 第９回(平成18年)新株予約権

 付与対象者の区分及び人数 当社の使用人17名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　196,000株

 付与日 平成18年７月１日

 権利確定条件
 付与日と権利確定日が同日であるため、該当事項はありま

せん。

 対象勤務期間  同上

 権利行使期間  平成18年７月１日から平成23年６月30日まで

 権利行使価格（円） 307

 付与日における公正な評価単価（円） 48
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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）

宗教用具関連事
業
    (千円)

ホームセンター
事業
    (千円)

総合アミューズ
メント事業
    (千円)

不動産賃貸事業

    (千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連　結

(千円)

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
9,409,257 681,080 294,504 101,686 10,486,528 － 10,486,528

(2）セグメント間の

内部売上高又

は振替高

－ － － － － － －

計 9,409,257 681,080 294,504 101,686 10,486,528 － 10,486,528

営業費用 9,181,242 671,223 312,112 115,569 10,280,147 － 10,280,147

営業利益又は営業損

失(△)
228,015 9,857 △17,608 △13,883 206,380 － 206,380

　（注）１　事業区分は、事業目的によって区分しております。

２　各事業の主な商品及び製品

(1）宗教用具関連事業……………仏壇・仏具・墓石・寺院内陣

(2）ホームセンター事業…………ＤＩＹ用品・家庭用品等

(3）総合アミューズメント事業…ボウリング場

(4）不動産賃貸事業………………不動産賃貸

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）

宗教用具関連事業
    (千円)

ホームセンター事
業
    (千円)

総合アミューズメ
ント事業
    (千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連　結

(千円)

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
9,694,975 674,817 289,781 10,659,574 － 10,659,574

(2）セグメント間の

内部売上高又

は振替高

－ － － － － －

計 9,694,975 674,817 289,781 10,659,574 － 10,659,574

営業費用 9,098,974 667,534 302,830 10,069,339 － 10,069,339

営業利益又は営業損

失(△)
596,000 7,282 △13,048 590,235 － 590,235

　（注）１　事業区分は、事業目的によって区分しております。

２　各事業の主な商品及び製品

(1）宗教用具関連事業……………仏壇・仏具・墓石・寺院内陣

(2）ホームセンター事業…………ＤＩＹ用品・家庭用品等

(3）総合アミューズメント事業…ボウリング場

３　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

　　り「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号(企業会計基準委員会 平成17年12月

　　27日)）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号（企

　　業会計基準委員会 最終改正平成18年５月31日)）を適用しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「宗教用具関連事業」の営業費用は23,328千円増加

　　し、営業利益が同額減少しております。
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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）

宗教用具関連事
業
   (千円)

ホームセンター
事業
   (千円)

総合アミューズ
メント事業
    (千円)

不動産賃貸事業

   (千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連　結

(千円)

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
19,007,458 1,319,239 600,677 219,690 21,147,066 － 21,147,066

(2）セグメント間の

内部売上高又

は振替高

－ 316 － － 316 316 －

計 19,007,458 1,319,555 600,677 219,690 21,147,382 316 21,147,066

営業費用 18,504,211 1,316,318 625,729 246,200 20,692,460 240 20,692,220

営業利益又は営業損

失(△）
503,246 3,237 △25,051 △26,510 454,922 75 454,846

　(注)　１　事業区分は、事業目的によって区分しております。

２　各事業の主な商品及び製品

(1）宗教用具関連事業……………仏壇・仏具・墓石・寺院内陣

(2）ホームセンター事業…………ＤＩＹ用品・家庭用品等

(3）総合アミューズメント事業…ボウリング場

(4）不動産賃貸事業………………不動産賃貸

【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）

日　本

(千円)

その他の地域

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連　結

(千円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 10,384,842 101,686 10,486,528 － 10,486,528

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 10,384,842 101,686 10,486,528 － 10,486,528

営業費用 10,164,578 115,569 10,280,147 － 10,280,147

営業利益又は営業損失(△) 220,264 △13,883 206,380 － 206,380

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　「その他の地域」の区分に属する国は、シンガポール及びミャンマーであります。

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）

　　　　　　当中間連結会計期間において、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。
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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

(千円)

その他の地域

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連　結

(千円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 20,927,375 219,690 21,147,066 － 21,147,066

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 20,927,375 219,690 21,147,066 － 21,147,066

営業費用 20,446,019 246,200 20,692,220 － 20,692,220

営業利益又は営業損失(△) 481,356 △26,510 454,846 － 454,846

　(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　「その他の地域」の区分に属する国は、シンガポール及びミャンマーであります。

【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）

　海外売上高が、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おります。

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）

　海外売上高がないため、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）

　海外売上高が、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おります。
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（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 366.55円

１株当たり中間純損失 59.70円

１株当たり純資産額 343.10円

１株当たり中間純利益 9.76円

１株当たり純資産額 344.17円

１株当たり当期純損失 89.36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、中間純損失を計上したため記載

しておりません。

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、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。　 

　（注）１株当たり中間(当期)純利益金額又は１株当たり中間純損失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
(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)
△1,066,347 174,412 △1,596,063

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)
△1,066,347 174,412 △1,596,063

期中平均株式数(千株) 17,860 17,860 17,860

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)純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権1,148千株 新株予約権1,226千株 新株予約権1,088千株

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 (単位　千円)

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比

宗教用具関連事業 328,029 117.3％

計 328,029 117.3％

　（注）１．金額は、製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 (単位　千円)

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比

宗教用具関連事業 3,410,704 102.8％

ホームセンター事業 501,842 97.5％

計 3,912,546 102.1％

　（注）１．金額は、仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注実績

　当中間連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 (単位　千円)

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高前年同期比 前年同期比

宗教用具関連事業 594,577 135.0％ 789,169 134.2％

計 594,577 135.0％ 789,169 134.2％

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 (単位　千円)

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比

宗教用具関連事業 9,694,975 103.0％

ホームセンター事業 674,817 99.1％

総合アミューズメント事業 289,781 98.4％

計 10,659,574 101.7％

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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