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決算取締役会開催日 平成18年11月24日 中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始日   ――――  単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000株） 

 

（記載金額は百万円未満を切捨） 

１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

(1)経営成績                                

 売 上 高       営 業 利 益       経 常 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年9月中間期 8,056 △ 2.5 528 17.1 446 20.7 

平成17年9月中間期 8,264 △ 4.1 451 14.2 369 15.1 

平成18年3月期 15,284 － 777 － 532 － 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 百万円 ％ 円 銭   

平成18年9月中間期 243 － 9 12   

平成17年9月中間期 △ 562 － △ 21 10   

平成18年3月期 △ 468 － △ 17 59   

(注)①期中平均株式数  18年9月中間期 26,644,941株  17年9月中間期 26,655,948株  18年3月期 26,652,697株 

②会計処理の方法の変更 無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)財政状態                             

 総 資 産       純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年9月中間期 18,061 5,136 28.4 192 78 

平成17年9月中間期 18,903 4,841 25.6 181 64 

平成18年3月期 17,666 4,934 27.9 185 17 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 26,643,670株  17年9月中間期 26,653,262株  18年3月期 26,647,716株 

②期末自己株式数  18年9月中間期   64,998株  17年9月中間期   55,406株  18年3月期     60,952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 15,000 550 290 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）10円88銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 

１株当たり配当金 
 

中間期末 期 末 年 間 

 円 銭 円 銭 円 銭 

平成18年3月期 － 1 50 1 50 

平成19年3月期（実績） － － 

平成19年3月期（予想） － 1 50 1 50 

※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に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

－  － 
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５．【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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  1,339,302 1,496,999 1,827,486 

２．受取手形 ※４ 255,193 258,295 254,296 

３．売掛金  4,804,526 4,583,227 3,898,169 

４．たな卸資産  3,724,182 3,137,060 3,033,133 

５．短期貸付金  221,001 189,305 211,744 

６．その他 ※３ 930,186 941,439 715,360 

貸倒引当金  △199,395 △278,832 △57,035 

流動資産合計   11,074,996 58.6 10,327,495 57.2  9,883,156 56.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※２ 649,204 607,355 626,044 

(2）土地 ※２ 3,826,325 3,826,325 3,826,325 

(3）その他  106,136 97,644 101,111 

計  4,581,665 4,531,324 4,553,481 

２．無形固定資産  17,840 23,157 21,017 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  172,503 168,415 173,372 

(2）長期貸付金  329,047 336,197 330,022 

(3）保証金  2,197,303 2,167,114 2,167,195 

(4）その他  630,233 601,971 616,215 

貸倒引当金  △109,496 △115,571 △102,368 

計  3,219,592 3,158,127 3,184,437 

固定資産合計   7,819,098 41.4 7,712,609 42.7  7,758,936 43.9

Ⅲ 繰延資産   9,244 0.0 21,159 0.1  24,066 0.1

資産合計   18,903,340 100.0 18,061,264 100.0  17,666,160 100.0

    

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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 ※４ 1,573,891 1,379,129 1,085,819 

２．買掛金  984,156 1,022,666 911,928 

３．短期借入金 ※２ 1,097,400 1,024,185 1,092,633 

４．一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 1,132,210 753,634 1,310,360 

５．一年以内償還予定
社債 

 3,130,000 － 1,460,000 

６．未払法人税等  14,883 22,947 20,514 

７．賞与引当金  153,000 178,000 134,000 

８．返品調整引当金  － 28,960 20,024 

９．その他 ※３ 706,945 720,501 306,674 

流動負債合計   8,792,487 46.5 5,130,023 28.4  6,341,954 35.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債  1,530,000 3,580,000 3,280,000 

２．長期借入金 ※２ 3,485,194 3,926,728 2,835,324 

３．繰延税金負債  312 171 617 

４．退職給付引当金  226,618 267,638 250,649 

５．その他  27,333 20,329 23,053 

固定負債合計   5,269,458 27.9 7,794,868 43.2  6,389,644 36.2

負債合計   14,061,945 74.4 12,924,891 71.6  12,731,598 72.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,339,794 17.6 － －  3,339,794 18.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,039,578 － 1,039,578 

資本剰余金合計   1,039,578 5.5 － －  1,039,578 5.9

Ⅲ 利益剰余金    

１．中間(当期)未処分
利益 

 468,547 － 562,366 

利益剰余金合計   468,547 2.5 － －  562,366 3.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  457 0.0 － －  904 0.0

Ⅴ 自己株式   △6,984 △0.0 － －  △8,081 △0.1

資本合計   4,841,394 25.6 － －  4,934,561 27.9

負債及び資本合計   18,903,340 100.0 － －  17,666,160 100.0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（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   － － 3,339,794 18.5  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,039,578 － 

資本剰余金合計   － － 1,039,578 5.7  － －

３ 利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － 765,542 － 

利益剰余金合計   － － 765,542 4.2  － －

４ 自己株式   － － △8,794 △0.0  － －

株主資本合計   － － 5,136,121 28.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
差額金 

  － － 251 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － － 251 0.0  － －

純資産合計   － － 5,136,373 28.4  － －

負債及び純資産合計   － － 18,061,264 100.0  － －

    

 

 

 

－  － 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   8,264,595 100.0 8,056,836 100.0  15,284,599 100.0

Ⅱ 売上原価   5,025,879 60.8 4,713,207 58.5  9,332,611 61.1

売上総利益   3,238,715 39.2 3,343,628 41.5  5,951,988 38.9

返品調整引当金 
戻入額 

  － 20,024  －

返品調整引当金 
繰入額 

  － 28,960  20,024

差引売上総利益   3,238,715 39.2 3,334,693 41.4  5,931,963 38.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  2,787,324 33.7 2,805,768 34.8  5,154,304 33.7

営業利益   451,391 5.5 528,925 6.6  777,659 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  76,485 0.9 85,236 1.0  137,091 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  158,181 1.9 167,676 2.1  382,093 2.5

経常利益   369,696 4.5 446,484 5.5  532,658 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３  60 0.0 － －  1,743 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４・
６ 

 927,397 11.2 198,336 2.4  993,224 6.5

税引前中間純利益
または税引前中間
(当期)純損失
（△） 

  △557,640 △6.7 248,148 3.1  △458,822 △3.0

法人税、住民税及
び事業税 

 5,000 5,000 0.1 5,000 5,000 0.1 10,000 10,000 0.1

中間純利益または
中間(当期)純損失
（△） 

  △562,640 △6.8 243,148 3.0  △468,822 △3.1

前期繰越利益   1,031,188 －  1,031,188

中間(当期)未処分
利益 

  468,547 －  562,366

     

 

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 
評価・ 

換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本  
準備金 

資本剰余金
合計 繰越 

利益剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 株主資本合
計 

その他有
価証券評
価差額金 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

3,339,794 1,039,578 1,039,578 562,366 562,366 △8,081 4,933,657 904 4,934,561

中間会計期間中の変動額     

平成18年６月定時株主
総会における利益処分
項目（注） 

  △39,971 △39,971 △39,971  △39,971

中間純利益   243,148 243,148 243,148  243,148

自己株式の取得   △712 △712  △712

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

   △652 △652

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － 203,176 203,176 △712 202,464 △652 201,811

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

3,339,794 1,039,578 1,039,578 765,542 765,542 △8,794 5,136,121 251 5,136,373

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

１．配当金           39,971千円 

－  － 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 同左 同左 

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) 

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)同左 

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法 同左 同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 
商品・社外店頭商品 商品・社外店頭商品 商品・社外店頭商品 
総平均法による原価法 同左 同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 
終仕入原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 
(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く。)
は定額法、建物以外について
は定率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。 

同左 同左 

 
建物 ３～65年 

 

  
 

  
(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づ
いております。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 
(1）社債発行費 (1）社債発行費 (1）社債発行費 

償還期限内または商法施行規則
に規定する 長期間（３年）の
いずれか短い期間で均等償却し
ております。 

社債の償還までの期間にわた
り定額法により償却しており
ます。 
なお、当中間連結会計期間以
前に発行した社債に係る社債
発行費は、償還期限内または
旧商法施行規則に規定する
長期間（３年）のいずれか短
い期間で均等償却しておりま
す。 

償還期限内または商法施行規
則に規定する 長期間（３
年）のいずれか短い期間で均
等償却しております。 

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．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 

売上債権、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
勘案し、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 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支

給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

同左 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、実際支

給見積額の当期負担額を計上

しております。 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3)   ────── (3)返品調整引当金 (3)返品調整引当金 

 

 

 

 

返品による損失に備えるため、

過去の返品率及び将来の返品可

能性を勘案して見積もった損失

見込額を計上しております。 

返品による損失に備えるため、

過去の返品率及び将来の返品可

能性を勘案して見積もった損失

見込額を計上しております。 

(4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

会計基準変更時差異(230,478千

円)については、15年による按

分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。 

同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

(230,478千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

５．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。 

６．リース取引の処理方法 ６．リース取引の処理方法 ６．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 

７．ヘッジ会計の方法 ７．ヘッジ会計の方法 ７．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 

社内で定めたリスク管理方法

により、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務に

ついては振当処理を、金利ス

ワップ取引を利用している借

入金については特例処理を

行っております。 

同左 同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建取引(金銭債権債務)の

為替変動リスクに対して為替

予約取引を、借入金の金利変

動リスクに対して金利スワッ

プ取引をヘッジ手段として利

用しております。 

同左 同左 

－  － 
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前事業年度 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） 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

同左 同左 デリバティブ取引は、為替予

約取引については輸入取引に

係る為替変動のリスクに備え

るため、外貨建の買掛金につ

いて通常の取引の範囲内で包

括的な為替予約取引を行い、

12ヵ月を超える長期の契約は

行わない方針をとっておりま

す。金利スワップ取引につい

ては将来の金利の変動による

リスクをヘッジしており、投

機的な取引は行わない方針で

あります。 

(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 

同左 同左 ヘッジ対象とヘッジ手段の通

貨種別、期日、金額の同一性

を確認することにより、有効

性を判定しております。ただ

し、特例処理によっている金

利スワップ取引については、

有効性の評価を省略しており

ます。 

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

(5）その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引の実行及び

管理については、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て

行っております。 

同左 同左 

８．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

８．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

８．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 同左 同左 

 
 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税引前中間純損失は

37,751千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により税引前当期純損失は37,751千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

－  － 
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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） 

────── （繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い） 

――――― 

 当中間会計期間より、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱

い」（平成18年８月11日 企業会

計基準委員会 実務対応報告 第

19号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

 

────── ────── （返品調整引当金） 

  従来、返品に伴う損失は実際の返

品受入時に費用計上しておりました

が、当下期から過去の返品実績等に

基づく返品調整引当金を計上するこ

とに変更しました。これは過去の返

品に係るデータが蓄積され返品見込

額を合理的に見積もることが可能と

なったこと及び期間損益計算を適正

化するためであります。 

この結果、差引売上総利益、営業

利益及び経常利益が20,024千円減少

し、税引前当期純損失が、20,024千

円増加しております。 

なお、過去の返品に係るデータが

蓄積され返品見込額を合理的に見積

もることが可能となった為、当中間

期は、従来の方法によっておりま

す。従って、当中間期は、変更後の

方法によった場合に比べて、営業利

益及び経常利益は24,657千円多く計

上され、税引前当期純損失は24,657

千円少なく計上されております。 

────── ────── （退職給付に係る会計基準） 

 

 

 

 

 

  当事業年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部訂正」（企業

会計基準第３号 平成17年３月16

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」（平成17年12月９日 企

業会計基準委員会 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（平成17年12月９日 

企業会計基準委員会 企業会計基

準適用適用指針第８号）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は5,136,373千円であり

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。 

 

追加情報 

－  － 
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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） 

────── （返品調整引当金） ────── 

 

 

 

従来、返品に伴う損失は実際の返

品受入時に費用計上しておりました

が、前事業年度の下期より過去の返

品実績等に基づく返品調整引当金を

計上することに変更しました。これ

は過去の返品に係るデータが蓄積さ

れ返品見込額を合理的に見積もるこ

とが可能となったこと及び期間損益

計算を適正化するためであります。

 

 

従って、前中間会計期間は従来の

方法によっており、当中間会計期間

と同一の方法を採用した場合と比

べ、売上原価は25,000千円少なく計

上されており、売上総利益、営業利

益及び経常利益は25,000千円多く計

上されており、税引前中間純損失

は、25,000千円少なく計上されてお

ります。 

 

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．有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

※１．有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

※１．有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

972,462千円 1,018,338千円 996,863千円

※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務

① 担保提供資産 ① 担保提供資産 ① 担保提供資産 
 
土地 3,825,313千円 

建物 547,564千円 

計 4,372,877千円 
  

 
土地 3,825,313千円

建物 519,388千円

計 4,344,701千円
  

 
土地 3,825,313千円

建物 532,572千円

計 4,357,885千円
  

② 担保付債務 ② 担保付債務 ② 担保付債務 
 
短期借入金 550,000千円 

長期借入金 3,136,134千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 3,686,134千円 
  

 
短期借入金 529,185千円

長期借入金 4,423,188千円

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 4,952,373千円
  

 
短期借入金 1,872,193千円

長期借入金 2,347,890千円

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 4,220,083千円
  

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．   ────── 

仮払消費税等は、流動資産の

「その他」、仮受消費税等

は、流動負債の「その他」に

それぞれ含めて表示しており

ます。 

同左  

※４．   ―――――― ※４．中間期末日満期手形 ※４．   ―――――― 

 中間期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。 

受取手形 22,956千円

支払手形 32,337千円
 

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの 
 
受取利息 6,823千円 

賃貸料 32,763千円 

為替差益 27,507千円 
  

 
受取利息 7,805千円

賃貸料 31,188千円

為替差益 25,194千円
  

 
受取利息 13,322千円

賃貸料 64,355千円

為替差益 41,713千円
  

※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの 
 
支払利息 57,970千円 

社債利息 30,092千円 

貸与資産賃借料 37,260千円 
  

 
支払利息 50,194千円

社債利息 30,253千円

貸与資産賃借料 37,260千円
  

 
支払利息 111,539千円

社債利息 60,599千円

貸与資産賃借料 74,520千円

商品評価損 54,795千円
  

※３．   ────── ※３．   ────── ※３．特別利益のうち主なもの 
       

投資有価証券売却益 1,683千円
  

※４．特別損失のうち主なもの ※４．特別損失のうち主なもの ※４．特別損失のうち主なもの 
 
たな卸資産処分損 31,456千円 

土地資産売却損 432,643千円 

子会社清算損失 382,338千円 

減損損失 37,751千円 
  

 
たな卸資産処分損 158,164千円

役員退職慰労金 26,000千円
  

 
たな卸資産処分損 83,772千円

土地資産売却損 432,643千円

子会社清算損失 382,338千円

 
  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 
有形固定資産 24,762千円 

無形固定資産 739千円 
  

 
有形固定資産 24,098千円

無形固定資産 1,459千円
  

 
有形固定資産 52,666千円

無形固定資産 1,692千円
  

※６．減損損失 ※６．  ────── ※６．減損損失 

当中間会計期間において、当

社は遊休資産の土地（福井県

小浜市）、工具器具備品につ

いて減損損失を計上いたしま

した。 

当社は、事業用資産について

は事業の種類別セグメントに

よりグルーピングを行ってお

ります。また、遊休資産につ

いては個々の物件をグルーピ

ングの 小単位としておりま

す。 

主に市場価格の低下した上記

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、減損損失37,751千円とし

て特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は、土地2,649

千円、工具器具備品35,101千

円であります。 

なお、当資産の回収可能価

額は正味売却価額により測

定しており、土地について

は固定資産税評価額により

評価し、工具器具備品につ

いては第三者により合理的

に算定された価額で評価し

ております。 

  当事業年度において、当社は

遊休資産の土地（福井県小浜

市）、工具器具備品について

減損損失を計上いたしまし

た。 

当社は、事業用資産について

は事業の種類別セグメントに

よりグルーピングを行ってお

ります。また、遊休資産につ

いては個々の物件をグルーピ

ングの 小単位としておりま

す。 

主に市場価格の低下した上記

資産グループについて、帳簿

価格を回収可能価額まで減額

し、減損損失37,751千円を特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、土地2,649千

円、工具器具備品35,101千円

であります。 

なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定し

ており、土地については固定

資産税評価額により評価し、

工具器具備品については鑑定

評価により評価しておりま

す。 

 

 

 

 

 

－  － 
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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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式（注） 60,952 4,046 － 64,998

合計 60,952 4,046 － 64,998

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加4,046株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

（リース取引関係） 
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．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

手側） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引（借

手側） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引（借

手側） 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

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） 

工具器具備
品 

266,130 123,942 142,188 

ソフトウェ
ア 

155,237 68,670 86,567 

合計 421,368 192,612 228,755 
  

 

 
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）

工具器具備
品 

194,714 100,420 94,294

ソフトウェ
ア 

188,953 111,946 77,007

合計 383,668 212,366 171,302
  

 

 
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）

工具器具備
品 

261,690 138,673 123,017

ソフトウェ
ア 

155,237 79,240 75,996

合計 416,928 217,914 199,013
  

(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年内 57,533千円 

１年超 181,979千円 

合計 239,512千円 
  

 
１年内 52,275千円

１年超 129,703千円

合計 181,979千円
  

 
１年内 54,655千円

１年超 155,226千円

合計 209,882千円
  

(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 35,186千円 

減価償却費相当額 31,682千円 

支払利息相当額 3,889千円 
  

 
支払リース料 30,897千円

減価償却費相当額 27,711千円

支払利息相当額 2,994千円
  

 
支払リース料 68,249千円

減価償却費相当額 61,423千円

支払利息相当額 7,323千円
  

(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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（有価証券関係） 

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。 

 

（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 181円64銭 

１株当たり中間純損失 
金額 

21円10銭 

  

  
１株当たり純資産額 192円78銭

１株当たり中間純利益
金額 

9円12銭

  

  
１株当たり純資産額 185円17銭

１株当たり当期純損失 
金額 

17円59銭

  
 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、１株当

たり中間純損失であり、また、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

中間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おりま

せん。 

 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、１株当

たり当期純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） １株当たり中間純利益金額または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)

中間純利益または中間(当期)純損失
（△）(千円) 

△562,640 243,148 △468,822 

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または普
通株式に係る中間(当期)純損失
（△）(千円) 

△562,640 243,148 △468,822 

期中平均株式数(千株) 26,655 26,644 26,652 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

 

－  － 
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