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１．平成18年11月中間期の業績（平成18年５月21日～平成18年11月20日）

(1)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11月中間期 84,036 (8.5) 2,719 (△34.3) 2,780 (△33.0)

17年11月中間期 77,455 (12.6) 4,137 (18.4) 4,152 (18.3)

18年５月期 161,079  8,726  8,746  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 1,427 (△27.1) 33 23

17年11月中間期 1,957 (△0.8) 45 09

18年５月期 4,504  103 57

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 42,956,119株 17年11月中間期 43,417,755株 18年５月期 43,487,769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

④平成17年11月20日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。17年11月中間期の１株当たり指標

は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。

(2)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11月中間期 60,126 24,339 40.5 573 41

17年11月中間期 58,618 23,287 39.7 535 55

18年５月期 63,630 25,999 40.9 596 25

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 42,430,220株 17年11月中間期 43,482,820株 18年５月期 43,604,820株

②期末自己株式数 18年11月中間期 1,200,180株 17年11月中間期 180株 18年５月期 180株

③平成17年11月20日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。17年11月中間期の１株当たり指標

は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円  百万円  百万円

通　期 178,000 9,039 4,657 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 109円 77銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年５月期 － － － 11.00 － 11.00

19年５月期（実績） － － － － －
11.00

19年５月期（予想） － － － 11.00 －

 

※　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および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。

［金額単位の変更について］

  当社の中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当中

間会計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前中間会計期間お

よび前事業年度についても百万円単位に組替え表示しております。
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６．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11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 18,755 10,955 20,213

２　受取手形  21 26 33

３　売掛金 21,592 23,797 22,288

４　たな卸資産 7,354 8,569 7,895

５　その他 ※２ 2,341 2,603 2,563

貸倒引当金 △110 △42 △70

流動資産合計 49,955 85.2 45,911 76.4 52,924 83.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１ 2,074 4,726 3,223

２　無形固定資産    

(1) ソフトウェア 2,194 4,164 3,262

(2) その他 872 1,146 688

無形固定資産合計 3,067   5,310   3,950   

３　投資その他の資産

(1) その他 3,814 4,447 3,838

貸倒引当金 △293 △268 △306

投資その他の資産合計 3,520 4,178 3,531

固定資産合計 8,662 14.8 14,215 23.6 10,705 16.8

資産合計 58,618 100.0 60,126 100.0 63,630 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形
※４
※６

2,913 2,231 3,350

２　買掛金 15,394 17,793 15,779

３　未払金 ※６ 13,498 13,313 15,019

４　未払法人税等 1,788 1,152 2,006

５　販売推進引当金 923 453 625

６　返品調整引当金 31 33 32

７　その他 ※２ 241 197 231

流動負債合計 34,790 59.4 35,174 58.5 37,044 58.2

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 395 491 436

２　その他 145 120 150

固定負債合計 540 0.9 611 1.0 586 0.9

負債合計 35,331 60.3 35,786 59.5 37,631 59.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 3,390 5.8 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 5,870 － －

資本剰余金合計 5,870 10.0 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 10 － －

２　中間（当期）
未処分利益

14,016 － －

利益剰余金合計 14,026 23.9 － － － －

Ⅳ　自己株式  △0 △0.0 － － － －

資本合計 23,287 39.7 － － － －

負債・資本合計 58,618 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  3,489 5.8  3,473 5.5

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   5,969   5,953   

資本剰余金合計   － －  5,969 10.0  5,953 9.4

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   10   10   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   17,510   16,562   

利益剰余金合計   － －  17,521 29.1  16,573 26.0

４　自己株式   － －  △2,650 △4.4  △0 △0.0

株主資本合計   － －  24,330 40.5  25,999 40.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　繰延ヘッジ損益   － －  △0 △0.0  △0 △0.0

評価・換算差額等合計   － －  △0 △0.0  △0 △0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  9 0.0  － －

純資産合計   － －  24,339 40.5  25,999 40.9

負債純資産合計   － －  60,126 100.0  63,630 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  77,455 100.0 84,036 100.0 161,079 100.0

Ⅱ　売上原価 58,307 75.3 63,694 75.8 121,143 75.2

売上総利益 19,147 24.7 20,342 24.2 39,935 24.8

返品調整引当金
戻入額

27 0.0 32 0.0 27 0.0

返品調整引当金
繰入額

31 0.0 33 0.0 32 0.0

差引売上総利益 19,143 24.7 20,340 24.2 39,931 24.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 15,005 19.4 17,621 21.0 31,205 19.4

営業利益  4,137 5.3 2,719 3.2 8,726 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 81 0.1 97 0.1 156 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 67 0.1 36 0.0 135 0.1

経常利益 4,152 5.3 2,780 3.3 8,746 5.4

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 35 0.0 11 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※５

181 0.2 187 0.2 349 0.2

税引前中間
（当期）純利益

3,970 5.1 2,628 3.1 8,408 5.2

法人税、住民税
及び事業税

1,593  1,111  3,485  

過年度法人税等 279  －  279  

法人税等調整額 140 2,013 2.6 89 1,200 1.4 140 3,904 2.4

中間（当期）純利益 1,957 2.5 1,427 1.7 4,504 2.8

前期繰越利益 12,058   

中間（当期）
未処分利益

14,016   
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(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５月21日　至　平成18年11月20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

資本準備金 利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成18年５月20日残高
（百万円）

3,473 5,953 10 16,562 16,573 △0 25,999

中間会計期間中の変動額

新株の発行 16 16 － － － － 32

剰余金の配当 － － － △479 △479 － △479

中間純利益 － － － 1,427 1,427 － 1,427

自己株式の取得 － － － － － △2,650 △2,650

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
（百万円）

16 16 － 947 947 △2,650 △1,669

平成18年11月20日残高
（百万円）

3,489 5,969 10 17,510 17,521 △2,650 24,330

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成18年５月20日残高
（百万円）

△0 － 25,999

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 32

剰余金の配当 － － △479

中間純利益 － － 1,427

自己株式の取得 － － △2,650

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

0 9 9

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

0 9 △1,659

平成18年11月20日残高
（百万円）

△0 9 24,339
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前事業年度（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20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

資本準備金 利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成17年５月20日残高
（百万円）

3,314 5,794 10 12,612 12,622 △0 21,731

事業年度中の変動額

新株の発行 158 158 － － － － 317

剰余金の配当 － － － △433 △433 － △433

利益処分による役員賞与 － － － △119 △119 － △119

当期純利益 － － － 4,504 4,504 － 4,504

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

158 158 － 3,950 3,950 － 4,267

平成18年５月20日残高
（百万円）

3,473 5,953 10 16,562 16,573 △0 25,999

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成17年５月20日残高
（百万円）

－ 21,731

事業年度中の変動額

新株の発行 － 317

剰余金の配当 － △433

利益処分による役員賞与 － △119

当期純利益 － 4,504

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△0 △0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△0 4,267

平成18年５月20日残高
（百万円）

△0 25,999

－ 8 －



中間財務諸表作成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５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１　資産の評価基準およ

び評価方法

(1) 有価証券

①子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法

②その他有価証券

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準およ

び評価方法

──────

(3) たな卸資産

①商品

　移動平均法による原価法

②貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

(1) 有価証券

①子会社株式および関連会社株式

同左

②その他有価証券

　時価のないもの

同左

(2) デリバティブ等の評価基準およ

び評価方法

時価法

(3) たな卸資産

①商品

同左

②貯蔵品

同左

(1) 有価証券

①子会社株式および関連会社株式

同左

②その他有価証券

　時価のないもの

同左

(2) デリバティブ等の評価基準およ

び評価方法

同左

(3) たな卸資産

①商品

同左

②貯蔵品

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

　ただし、建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物及び構築物　３～22年

　工具器具備品　　２～22年

 

(1) 有形固定資産

定率法

　ただし、建物（附属設備を除

く）および大阪ＤＭＣの全ての

固定資産については、定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物及び構築物　３～22年

　機械装置　　　　７～15年

　工具器具備品　　２～22年

(1) 有形固定資産

定率法

　ただし、建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物及び構築物　３～22年

　工具器具備品　　２～22年

 

(2) 無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 販売推進引当金

　エンドユーザーの購入実績に

応じて発生する販売推進費の支

出に備えるため、過去の実績を

基礎にして当中間会計期間売上

に対応する発生見込額を計上し

ております。

(2) 販売推進引当金

同左

(2) 販売推進引当金

　エンドユーザーの購入実績に

応じて発生する販売推進費の支

出に備えるため、過去の実績を

基礎にして当期売上に対応する

発生見込額を計上しております。

(3) 返品調整引当金

　エンドユーザーからの中間会

計期間末日以後の返品損失に備

えるため、過去の実績を基礎と

して算出した売上総利益相当額

および返品された商品の減価相

当額をあわせて計上しておりま

す。

(3) 返品調整引当金

同左

(3) 返品調整引当金

　エンドユーザーからの期末日

以後の返品損失に備えるため、

過去の実績を基礎として算出し

た売上総利益相当額および返品

された商品の減価相当額をあわ

せて計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

(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。

（追加情報）

　退職給付引当金は従来期末要

支給額を退職給付債務とする方

法（簡便法）により計上してお

りましたが、従業員の増加に伴

い、当中間会計期間から原則法

による計算によって退職給付引

当金および退職給付費用を計上

する方法に変更いたしました。

　この変更による影響は軽微で

あります。

(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。

　過去勤務債務については、各事

業年度の発生時における就業形態

選択権付従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（３年）によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の事業年度から費用処理

することとしております。

　数理計算上の差異については、

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。

(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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　過去勤務債務については、各事

業年度の発生時における就業形態

選択権付従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（３年）によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の事業年度から費用処理

することとしております。

　数理計算上の差異については、

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。

（追加情報）

　退職給付引当金は従来期末要支

給額を退職給付債務とする方法

（簡便法）により計上しておりま

したが、従業員の増加に伴い、当

事業年度から原則法による計算に

よって退職給付引当金および退職

給付費用を計上する方法に変更い

たしました。

  この変更による影響は軽微であ

ります。

４　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

───── ①ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・為替予約

ヘッジ対象・・外貨建仕入債務

および外貨建予

定取引

③ヘッジ方針

　為替相場変動に伴うリスクの軽

減を目的に、将来の輸入見込み額

に基づき実施しており、投機的な

取引は行っておりません。

④ヘッジ有効性の評価の方法

　ヘッジ対象の為替リスクが軽減

されているかどうかを検証するこ

とにより、ヘッジの有効性を評価

しております。

 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

６　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

中間財務諸表作成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５月21日

至　平成17年11月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月21日

至　平成18年11月20日）

前事業年度

（自　平成17年５月21日

至　平成18年５月20日）

 固定資産の減損に係る会計基準

　当中間会計期間から「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））および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────  １　固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度から「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））および「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準

　当事業年度から「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

第５号　平成17年12月９日）および「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

25,999百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。

 ３　役員賞与に関する会計基準

　役員賞与については、従来は利益処分に

より未処分利益の減少として会計処理して

おりましたが、当事業年度から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適用し、発生時に

費用処理することとしております。

　これにより、営業利益、経常利益および

税引前当期純利益は、32百万円減少してお

ります。
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注記情報

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度末
（平成18年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,048百万円 2,552百万円 2,298百万円

※２　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、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

※２　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。

※２　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、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

※３　当中間会計期間中の発行済株式数の増

加内訳

(1)発行形態　株式分割（１：２）

　 発行年月日　平成17年11月20日 

 　発行株式数　　　21,741,500株

 　発行価格　　　　　     ─

 　資本組入額　　　　　　 ─

(2)発行形態　新株引受権および

             新株予約権の行使

　　　　　(ストックオプション)

  ①発行株式数　　　 6,200株

　　発行価格　　　　　　63円 

　　資本組入額　　　　　50円

　②発行株式数　　　33,600株

　　発行価格　　　　 2,543円

　　資本組入額　　　 1,272円

  ③発行株式数　 　 16,200株

　　発行価格　　　　 3,090円 

　　資本組入額　　　 1,545円

　④発行株式数　　　 1,000株 

 　 発行価格　　　　 3,522円

　　資本組入額       1,761円 

　⑤発行株式数　　　 2,300株 

 　 発行価格　　　　 5,402円

　　資本組入額       2,701円 

※３　　　　  ──────

 

 

 

 

 

 

　　　　　

 

　

 

 

　

　　

 

 

　

　

 

 

 

 

　

 

※３　　　　  ──────

 

※４　中間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、当中間会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計期間末残高に

含まれております。

支払手形 667百万円

※４　　　　  ────── ※４　事業年度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、当事業年度末日が金融機関の休

日であったため、次の事業年度末日満期

手形が、事業年度末残高に含まれており

ます。

支払手形 749百万円

　５　当社は、資金の機動的かつ安定的な調

達に向け、取引銀行４行と貸出コミット

メント契約を締結しております。

　当中間会計期間末における貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残高等は次

のとおりであります。

貸出コミットメン
トの総額

7,000百万円

借入実行残高 － 

差引残高 7,000 

　５　　　　  ────── 　５　当社は、資金の機動的かつ安定的な調

達に向け、取引銀行４行と貸出コミット

メント契約を締結しております。

　当事業年度末における貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高等は次のと

おりであります。

貸出コミットメン
トの総額

7,000百万円

借入実行残高 － 

差引残高 7,000 

※６　支払手形からファクタリングへ変更

　　　平成17年３月支払分より、一部仕入先

等への支払方法を手形からファクタリン

グへ移行いたしました。この結果、従来

と同一の方法によった場合と比べ、支払

手形は9,848百万円円減少し、未払金は同

額増加しております。

※６　　　　  ────── ※６　　　　  ──────
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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５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1百万円

賃貸料収入 52 

たな卸資産処分益 13 

受取利息 2百万円

受取配当金 29 

受取手数料 4 

賃貸料収入 41 

たな卸資産処分益 12 

受取利息 2百万円

受取手数料 8 

賃貸料収入 105 

たな卸資産処分益 27 

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 0百万円

賃貸物件諸費用 52 

支払手数料 11 

賃貸物件諸費用 25百万円

支払手数料 8 

支払利息 0百万円

賃貸物件諸費用 104 

支払手数料 20 

※３　　　　  ────── ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 33百万円 法人事業税等還付金 11百万円 

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

弔慰見舞金 180百万円

固定資産除却損   

 工具器具備品 0 

 ソフトウェア 0 

 退職給付費用 0 

減損損失 118百万円

プロジェクト中止損失 46 

固定資産除却損

工具器具備品 0 

固定資産売却損  

  工具器具備品 6 

原状回復費用 16 

弔慰見舞金 180百万円

固定資産除却損

工具器具備品 3 

ソフトウェア 18 

ソフトウェア仮勘定 98 

前期損益修正損 49 

※５　　　　  ────── ※５　減損損失の内訳

　用途　大阪物流センター

　場所　大阪市住之江区

　当社は、物流センターごとに資産をグルー

ピングしており、上記資産グループは、新た

な大阪物流センターである大阪ＤＭＣへの移

管に伴い閉鎖するため、帳簿価額を減損損失

（118百万円）として計上いたしました。

　有形固定資産

　（建物）                　61百万円

　（構築物）　　　　　　　　33百万円

　（機械装置）　　　　　　　 2百万円

　（工具器具備品）　　　　　 3百万円

  リース資産

　（機械装置）　　　　　　　15百万円

   (工具器具備品)            0百万円

　 (ソフトウェア)　　　　　　2百万円

※５　　　　  ──────

　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 213百万円

無形固定資産 429 

有形固定資産 256百万円

無形固定資産 600 

有形固定資産 479百万円

無形固定資産 346 
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（中間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５月21日　至　平成18年11月20日）

１ 自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末

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）

 自己株式     

 　普通株式 180 1,200,000 － 1,200,180

 　合計 180 1,200,000 － 1,200,180

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

  自己株式  自己株式の買受による増加  1,200,000株

前事業年度
（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20日）

１ 自己株式の種類および総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

 自己株式     

 　普通株式（注） 90 90 － 180

 　合計 90 90 － 180

（注）自己株式の増加は、平成17年７月６日開催の取締役会決議により、平成17年11月20日をもって、普通株式１株を

２株に分割したことによるものです。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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

（借主側）

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）

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

累計額相当額およ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

およ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

累計額相当額および期末残高相当額

取得価
額相当
額
 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
 
(百万円)

有形固定資産
（機械装置）

3,646 2,326 1,319

有形固定資産
（車両運搬具)

62 35 27

有形固定資産
(工具器具備品）

421 252 168

ソフトウェア 513 382 130

合計 4,644 2,997 1,646

取得価
額相当
額
 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
 
(百万円)

有形固定資産
（機械装置）

3,338 2,423 15 899

有形固定資産
（車両運搬具)

136 59 － 76

有形固定資産
(工具器具備品)

262 135 0 126

ソフトウェア 266 197 2 66

合計 4,003 2,816 18 1,168

取得価
額相当
額 
 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額
  
(百万円)

有形固定資産
（機械装置）

3,707 2,609 1,097

有形固定資産
（車両運搬具）

62 41 21

有形固定資産
（工具器具備品）

439 288 151

ソフトウェア 496 404 91

合計 4,706 3,344 1,361

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等 ２　未経過リース料期末残高相当額

 　　　未経過リース料中間期末残高相当額  

１年内 619百万円

１年超 1,049 

合計 1,669 

１年内 498百万円

１年超 745 

合計 1,244 

１年内 540百万円

１年超 882 

合計 1,422 

リース資産減

損勘定の残高
18 百万円

   

３　支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額および減損損失

３　支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料 389百万円

減価償却費相当額 358 

支払利息相当額 20 

支払リース料 300百万円

減価償却費相当額 281 

支払利息相当額 13 

減損損失 18 

支払リース料 753百万円

減価償却費相当額 694 

支払利息相当額 35 

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

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年11月20日）、当中間会計期間末（平成18年11月20日）および前事業年度末（平成18年

５月20日）における子会社株式およ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５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１株当たり純資産額

  535円55銭

１株当たり純資産額

     573円41銭

１株当たり純資産額

      596円25銭

１株当たり中間純利益

   45円09銭

１株当たり中間純利益

     33円23銭

１株当たり当期純利益

    103円57銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

   44円70銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

     33円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

      102円77銭

　当社は、平成17年11月20日付で１株につき２

株の株式分割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合の１株当た

り情報につきましては、それぞれ以下のとおり

であります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

 　　　　446円29銭

１株当たり中間純利益

金額

 　　　　 45円73銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

 　　　　 45円11銭

１株当たり純資産額

 　　　　498円38銭

１株当たり当期純利益

金額

 　　　　 96円55銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

 　　　　 95円48銭

 　　　　　

　当社は、平成17年11月20日付で１株につき２

株の株式分割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合の１株当た

り情報につきましては、それぞれ以下のとおり

であります。

１株当たり純資産額 498円38銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 　　　　  

 

 　　　　  

96円55銭

 　　　　   

95円48銭

 　　　　  

 

 　　　　  

 　　　　　
 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。
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前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（百万円） 1,957 1,427 4,504

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (―) (―) (―)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,957 1,427 4,504

普通株式の期中平均株式数（千株） 43,417 42,956 43,487

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益調整額（百万円） ― (―) ―

普通株式増加数（千株） 377 49 338

（うち新株予約権（千株）） (377) (49) (338)

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

商法第280条ノ20および商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権

（平成16年８月６日定時株主

総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 476,000株

（平成17年８月５日定時株主

総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 446,000株

商法第280条ノ20および商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権

（平成15年８月８日定時株主

総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 397,600株

（平成16年８月６日定時株主

総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 448,000株

（平成17年８月５日定時株主

総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 462,000株

会社法第236条、第238条およ

び第240条の規定に基づく新

株予約権

（平成18年10月11日当社取締

役会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 456,000株

商法第280条ノ20および商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権

（平成16年８月６日定時株

主総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 466,000株

（平成17年８月５日定時株

主総会の決議によるもの）

潜在株式の種類および数　

　　種類　普通株式　

　　　　　 440,000株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 １　ストックオプション

　  当社は、取締役に対してストックオプショ

ンとして割当てる新株予約権が取締役の報酬

等の一部であると位置づけられたことに伴い、

平成18年８月10日開催の定時株主総会および

平成18年７月４日開催の取締役会において、

当社取締役に対するストックオプション報酬

額（枠）および内容を決議しております。

２　新仙台センター（仮称）開設

　　当社は、「新仙台センター（仮称）」開設

について、平成18年６月７日開催の取締役会

の審議を経て、平成18年７月４日に決定いた

しました。

(目的)

　中長期的に予想される業容の拡大による東

北・北海道地域等の物量の増加に対応すると

ともに、これまでの物流センターで得た物流

の企画・設計ならびに運営ノウハウを投じる

ことにより、更なる物流業務の効率化と品質

向上を目指して開設を行うことといたしまし

た。

(設備投資の内容)

 物件の所在地: 

　 宮城県仙台市宮城野区中野字下子袋

   田 22-４ 他

 賃貸借面積　:37,256㎡(11,270坪)

 総投資予定額:約13.5億円

   (リース契約含む）

 資金調達　　:自己資金

(設備の稼動時期)

　本格稼動（全商品の取扱開始）: 

    平成19年８月

　なお、平成19年２月より、ケース（箱）単

位商品の取扱いを行い、センターの一部稼動

を開始します。

(業績への影響)

　本格稼動は平成20年５月期に開始する予定

であり、マテハン機器、什器備品等の賃借料

および減価償却費は平成19年５月期としては

発生いたしません。

　なお、平成19年２月の一部稼動に伴い、平

成19年５月期に倉庫地代家賃の一部費用が発

生いたしますが、現仙台センターの当該機能

部分を撤収しますので、平成19年５月期業績

への影響は軽微であります。
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前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

  該当事項はありません。   該当事項はありません。 ３　会社法第165条第２項の規定に基づく自己

株式の取得

　　当社は、平成18年８月１日開催の取締役会

において、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基

づき、自己株式を買い受けることを決議いた

しました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

  経営環境の変化に対応した機動的な資本政

策の遂行を可能とするため

(2) 取得の内容

①取得する株式の種類　当社普通株式

②取得する株式の総数　 120万株（上限）

（発行済株式総数に占める割合2.75％）

③株式の取得価額の総額  30億円（上限）

④取得する期間

平成18年８月２日から平成18年10月23日ま

で

⑤取得する方法

　信託方式による市場買付

⑥有価証券報告書提出日までの取得状況

　取得株式数　　　　　 590,900株

　価格の総額　　 1,250,942,500円
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