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１．平成18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31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 ％

18年10月中間期 7,888 (20.7) △10 (―) △20 (―) 

17年10月中間期 6,538 (12.6) △63 (―) 48 (△65.6)

18年４月期 16,349 415 620

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10月中間期 △22 (―) △1 16

17年10月中間期 △2 (―) △0 28

18年４月期 321 15 81
（注） ①期中平均株式数 18年10月中間期 19,410,375 株 17年10月中間期 9,705,583株 18年４月期 19,410,905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

18年10月中間期 16,443 7,659 46.6 394 60

17年10月中間期 14,013 7,495 53.5 772 36

18年４月期 15,060 7,895 52.4 406 01

（注） ①期末発行済株式数 18年10月中間期 19,409,840株 17年10月中間期 9,705,320株 18年４月期 19,410,640株

②期末自己株式数 18年10月中間期     5,200 株 17年10月中間期 2,200株 18年４月期 4,400株

２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 18,400  540  300  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　15円46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４月期 － 10円00銭 10円00銭

19年４月期（実績） － －
10円00銭

19年４月期（予想） － 10円00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、多分に不確実な要因を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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６．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10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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  587,334   749,572    947,608   

２．受取手形 ※４ 101,326   82,165    118,770   

３．売掛金  1,530,154   1,785,216    2,392,991   

４．たな卸資産  835,740   994,856    933,245   

５．その他 ※３ 474,774   420,604    279,598   

貸倒引当金  △20,459   △25,284    △25,183   

流動資産合計   3,508,871 25.0  4,007,130 24.4 498,258  4,647,029 30.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 1,335,681   1,323,970    1,357,907   

(2）機械及び装置  673,435   694,933    658,887   

(3）土地 ※２ 3,905,109   3,916,420    3,910,420   

(4）その他  378,432   237,803    207,946   

    計  6,292,658  44.9 6,173,127  37.5  6,135,161  40.7

２．無形固定資産            

(1）営業権  850,571   2,457,845    884,073   

(2）その他  48,017   45,797    47,067   

    計  898,588  6.4 2,503,643  15.2  931,140  6.2

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券 ※２ 1,225,319   1,412,786    1,362,421   

(2）長期貸付金  517,543   789,731    519,896   

(3）保険積立金  586,092   565,690    548,708   

(4）その他  1,145,648   1,157,105    1,085,614   

貸倒引当金  △161,035   △165,388    △169,493   

    計  3,313,569  23.7 3,759,925  22.9  3,347,147  22.2

固定資産合計   10,504,816 75.0  12,436,697 75.6 1,931,880  10,413,450 69.1

資産合計   14,013,688 100.0  16,443,827 100.0 2,430,139  15,060,480 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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 ※2,4 394,643   510,619    697,670   

２．買掛金 ※２ 842,519   1,001,495    1,198,644   

３．短期借入金 ※２ 100,000   1,600,000    500,000   

４．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 623,842   492,612    581,972   

５．１年以内償還予定社
債

 210,000   810,000    510,000   

６．未払法人税等  9,679   9,459    34,152   

７．賞与引当金  84,810   89,495    92,385   

８．その他  1,046,697   1,285,307    1,000,921   

流動負債合計   3,312,191 23.6  5,798,989 35.3   4,615,745 30.7

Ⅱ　固定負債            

１．社債  1,010,000   200,000    655,000   

２．長期借入金 ※２ 1,278,512   785,900    1,026,932   

３．退職給付引当金  134,524   143,088    141,050   

４．役員退職慰労引当金  463,890   478,079    464,762   

５．長期未払金 ※５ ―   1,170,179    ―   

６．その他  318,583   208,540    261,159   

固定負債合計   3,205,510 22.9  2,985,787 18.1 △219,722  2,548,904 16.9

負債合計   6,517,702 46.5  8,784,776 53.4 2,267,074  7,164,649 47.6

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   555,282 4.0  ― ―   555,282 3.7

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,248,404   ―    1,248,404   

資本剰余金合計   1,248,404 8.9  ― ―   1,248,404 8.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  33,878   ―    33,878   

２．任意積立金  4,070,493   ―    4,070,493   

３．中間（当期）未処分
利益

 1,302,109   ―    1,626,652   

利益剰余金合計   5,406,481 38.6  ― ― △5,406,481  5,731,023 38.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  287,531 2.0  ― ― △287,531  362,833 2.4

Ⅴ　自己株式   △1,713 △0.0  ― ― 1,713  △1,713 △0.0

資本合計   7,495,986 53.5  ― ― △7,495,986  7,895,831 52.4

負債資本合計   14,013,688 100.0  ― ― △14,013,688  15,060,480 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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   ― ―  555,282 3.4 555,282  ― ―

２．資本剰余金            

（１）資本準備金  ―   1,248,404    ―   

　　資本剰余金合計   ― ―  1,248,404 7.6 1,248,404  ― ―

３．利益剰余金            

（１）利益準備金   ―  33,878    ―   

（２）その他利益剰余
　金

           

　　任意積立金  ―   4,070,493    ―   

　　繰越利益剰余金  ―   1,394,958    ―   

　　利益剰余金合計   ― ―  5,499,330 33.4 5,499,330  ― ―

４．自己株式   ― ―  △1,989 △0.0 △1,989  ― ―

株主資本合計   ― ―  7,301,027 44.4 7,301,027  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評価
差額金

  ― ―  344,555 2.1 344,555  ― ―

２．繰延ヘッジ損益   ― ―  13,467 0.1 13,467  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ―  358,023 2.2 358,023  ― ―

純資産合計   ― ―  7,659,050 46.6 7,659,050  ― ―

負債純資産合計   ― ―  16,443,827 100.0 16,443,827  ― ―
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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１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31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５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,538,194 100.0  7,888,564 100.0 1,350,370  16,349,013 100.0

Ⅱ　売上原価   4,156,136 63.6  5,068,477 64.2 912,340  10,813,240 66.2

売上総利益   2,382,057 36.4  2,820,087 35.8 438,029  5,535,773 33.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,445,452 37.4  2,830,603 35.9 385,151  5,120,689 31.3

営業利益又は
営業損失
（△）

  △63,394 △1.0  △10,516 △0.1 52,878  415,084 2.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  193,643 3.0  51,898 0.6 △141,744  339,096 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  82,122 1.3  62,340 0.8 △19,781  133,734 0.8

経常利益又は
経常損失(△)

  48,126 0.7  △20,958 △0.3 △69,084  620,446 3.8

Ⅵ　特別利益 ※３  233 0.0  ― ― △233  1,096 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  31,231 0.4  101 0.0 △31,130  34,093 0.2

税引前中間
（当期) 純利
益又は中間純
損失(△)

  17,128 0.3  △21,059 △0.3 △38,187  587,449 3.6

法人税、住民
税及び事業税

 4,990   4,288    232,761   

法人税等調整
額

 14,830 19,820 0.3 △2,761 1,527 0.0 △18,293 32,837 265,599 1.6

当期純利益又
は中間純損失
（△）

  △2,691 △0.0  △22,586 △0.3 △19,895  321,850 2.0

前期繰越利益   1,304,801   ―    1,304,801  

中間（当期）
未処分利益

  1,302,109   ―    1,626,652  
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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１日　至　平成18年10月31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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計任意積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日　残高
（千円）

555,282 1,248,404 1,248,404 33,878 4,070,493 1,626,652 5,731,023 △1,713 7,532,997

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △194,106 △194,106  △194,106

役員賞与      △15,000 △15,000  △15,000

中間純損失      △22,586 △22,586  △22,586

自己株式の取得        △276 △276

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）

     △231,693 △231,693 △276 △231,970

平成18年10月31日　残高
（千円）

555,282 1,248,404 1,248,404 33,878 4,070,493 1,394,958 5,499,330 △1,989 7,301,027

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４月30日　残高
（千円）

362,833 ― 362,833 7,895,831

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △194,106

役員賞与    △15,000

中間純損失    △22,586

自己株式の取得    △276

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△18,278 13,467 △4,810 △4,810

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△18,278 13,467 △4,810 △236,780

平成18年10月31日　残高
（千円）

344,555 13,467 358,023 7,659,050
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

　総平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

　　　　同 左

(1）有価証券

子会社株式

同 左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。）を採用

しております。

その他有価証券

時価のあるもの

  中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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

算定しております。）を採用

しております。

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

しております。）を採用して

おります。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

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

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

　　　　　同 左

(2）デリバティブ

同 左

(3）たな卸資産

商品及び製品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

商品及び製品

　　　　同 左

(3）たな卸資産

商品及び製品

同 左

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

仕掛品

　　　　同 左

仕掛品

同 左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

　　　　同 左

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（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　　　　　　10年～50年

構築物　　　　　10年～15年

機械及び装置　　６年～15年

(1）有形固定資産

　　　　　同 左

(1）有形固定資産

同 左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、営業権については、商法

に規定する最長期間（５年）にわ

たり均等償却しております。

　また、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）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、営業権については、

５年間にわたり均等償却をし

ております。

　また、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）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、営業権については、商法

に規定する最長期間（５年）にわ

たり均等償却しております。

　また、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。

(3）長期前払費用

　均等償却を採用しております。

(3）長期前払費用

　　　　　同 左

(3）長期前払費用

同 左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中間

会計期間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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当期負

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、

退職給付に係る会計基準にいう

「簡便法」に基づき、中間期末に

おける退職給付債務の額を計上し

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、

退職給付に係る会計基準にいう

「簡便法」に基づき、期末におけ

る退職給付債務の額を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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。

(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出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。ただし、金利スワップにつ

いて特例処理を採用しております。

(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 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

通貨オプショ

ン

 仕入予定取引

金利スワップ  借入金

             同 左 同 左

(3）ヘッジ方針

　為替変動リスク及び市場金利の

変動リスクを回避することを目的

としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

　また、仕入計画策定時及び資金

調達時に当社の社内規定に従い決

裁しております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　同 左

(3）ヘッジ方針

同 左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額と、

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較することにより、有効性の評価

を行っております。

　ただし、金利スワップは、特例

処理の要件を満たしており、有効

性の評価を省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同 左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同 左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

(1）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。

    消費税等の会計処理

　　　　　同 左

(1）消費税等の会計処理

同 左

(2）匿名組合契約による持分の会計

処理

レバレッジドリース

　当社の出資に係る匿名組合の

持分を適正に評価するために、

当社の出資額82,413千円を投

資その他の資産の「その他」に

含めて計上し、同匿名組合の累

積損失額のうち当社に帰属する

金額54,055千円を流動負債の

「その他」に含めて計上してお

ります。

　また、出資に係る損益は同組

合が定める計算期間及び当社持

分相当額により、当中間会計期

間に属する額を匿名組合投資利

益として営業外収益に計上して

おります。

────── (2）匿名組合契約による持分の会計

処理

レバレッジドリース

　当社の出資に係る損益は同組

合が定める計算期間及び当社持

分相当額により、当期に属する

額を匿名組合投資利益として営

業外収益に計上しておりま

す。

  なお、匿名組合契約は当事業

年度において、契約期間が満了

しております。

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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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、7,645,582千円であります。

  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。

──────

－ 41 －



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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,516,000千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,485,479千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,359,789千円であります。

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

担保提供資産

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

担保提供資産

※２．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

担保提供資産

建物 993,476千円

土地 2,594,742

投資有価証券 76,300

合計 3,664,519

建物      967,252千円

土地 2,607,897

合計 3,575,150

建物    1,006,081千円

土地 2,607,897

投資有価証券 93,680

合計 3,707,659

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 250,000千円

短期借入金 100,000

１年以内返済予定長

期借入金
589,872

長期借入金 1,260,512

合計 2,200,384

支払手形及び買掛金      250,000千円

短期借入金 1,189,930

１年以内返済予定長

期借入金
492,612

長期借入金 785,900

合計 2,718,442

支払手形及び買掛金      250,000千円

短期借入金 418,650

１年以内返済予定長

期借入金
575,972

長期借入金 1,011,932

合計 2,256,554

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

※３．消費税等の取扱い

　同 左

※３．　　　　──────

 

※４．　　　　──────

　

　

※４．　　　　──────

　

　

※４．期末日満期手形

　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、当期末日が金融機関の休日のため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

  受取手形       22,420千円

支払手形       22,907千円

 

※５．　　　　────── ※５．営業権の買入れに伴う１年超の未払額

    であります。

※５．　　　　──────

  ６．偶発債務

　次のとおり債務保証を行っております。

借入債務

  ６．偶発債務

　次のとおり債務保証を行っております。

借入債務

  ６．偶発債務

　次のとおり債務保証を行っております。

借入債務

関係会社役員１名 1,500千円

従業員８名 73,727

合計 75,227

 

割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱イノウエ 82,368千円

取引先　㈱カワラバ 25,210

合計 107,578

関係会社役員２名      22,243千円

従業員６名       48,195

合計 70,439

 

割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱イノウエ       68,640千円

取引先　㈱カワラバ 22,200

取引先　東京流通

        産業㈱

56,032

合計 146,872

関係会社役員1名      1,356千円

従業員７名 71,463

合計 72,820

 

割賦購入債務に係る担保買取予約

取引先　㈱イノウエ       75,504千円

取引先　㈱カワラバ 24,070

合計 99,574

  ７．当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　
当座貸出極度額及び貸出コ
ミットメントの総額

3,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 3,000,000

  ７．当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　
当座貸出極度額及び貸出コ
ミットメントの総額

 3,200,000千円

借入実行残高 1,600,000

差引額 1,600,000

  ７．当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

　
当座貸出極度額及び貸出コ
ミットメントの総額

 3,000,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,500,000
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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１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 11,378千円

匿名組合投資利益 91,084

受取利息       14,319千円 受取利息     22,031千円

匿名組合投資利益 169,031

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息 22,387千円

社債利息 5,019

支払手数料 25,500

支払利息       18,372千円

社債利息 4,628

支払手数料 14,627

支払利息       43,279千円

社債利息 9,791

支払手数料 25,500

※３．特別利益のうち重要なもの ※３．     　　────── ※３．特別利益のうち重要なもの

固定資産売却益 233千円

（内訳）  

その他 233

  

  

  

固定資産売却益      1,096千円

（内訳）  

機械及び装置 2

その他 1,093

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 970千円

（内訳）  

建物 335

機械及び装置 509

その他 125

  

役員退職功労金 30,000千円

固定資産除却損    44千円

（内訳）  

その他 44

  

    

固定資産売却損       152千円

（内訳）  

その他 152

  

固定資産除却損    3,679千円

（内訳）  

建物 1,112

機械及び装置 1,150

その他 1,416

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 156,523千円

無形固定資産 164,090

有形固定資産      126,538千円

無形固定資産 363,050

有形固定資産      305,884千円

無形固定資産 377,242

６．当社の売上高は、ガス使用量が季節及

び気温により変動を受けるため、上半期

は下半期に比べて少ない傾向にあります。

６．            同　左 ６．　　　　　──────

（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５月１日　至　平成18年10月31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 4,400 800 ― 5,200

合計 4,400 800 ― 5,200

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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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１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１.リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(１)．リース物件の取得価額相当額、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

（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

（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）

機械及び装置 88,397 14,862 73,535

（有形固定資
産）その他

231,795 51,617 180,178

合計 320,192 66,479 253,713

 

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）

機械及び装置 206,656 33,371 173,285

（有形固定資
産）その他

768,674 136,592 632,081

合計 975,330 169,964 805,366

 

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）

機械及び装置 147,058 22,633 124,425

（有形固定資
産）その他

477,072 82,941 394,131

合計 624,131 105,574 518,556

（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 54,036千円

１年超 203,373

合計 257,409

１年内      144,626千円

１年超 672,497

合計 817,123

１年内       95,307千円

１年超 429,786

合計 525,093

（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 26,442千円

減価償却費相当額 24,518千円

支払利息相当額 3,101千円

支払リース料      70,796千円

減価償却費相当額       64,021千円

支払利息相当額      11,626千円

支払リース料       74,997千円

減価償却費相当額       68,210千円

支払利息相当額      10,702千円

（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。

 

２．オペレーティング・リース取引

──────

（５）．利息相当額の算定方法

　              同 左

 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 12,703千円

１年超 32,538

合計 45,241

（５）．利息相当額の算定方法

同 左

 

 

 

  

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 12,703千円

１年超 38,890

合計 51,593

 （有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年10月31日現在）、当中間会計期間末（平成18年10月31日現在）及び前事業年度末（平

成18年４月30日現在）

　子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１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 772.36円

１株当たり中間純損失

金額
△0.28円

１株当たり純資産額 394.60円

１株当たり中間純損失

金額
△1.16円

１株当たり純資産額     406.01円

１株当たり当期純利益

金額
     15.81円

　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株あたり中間純

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。

　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株あたり中間純

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。

　当社は、平成17年12月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。

　当社は、平成17年12月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

  

  

１株当たり純資産額 386.17円 

１株当たり中間純損失

金額
△0.14円 

１株当たり純資産額     393.59円

１株当たり当期純利益

金額
     30.07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、１株あたり

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株当たり当

期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。

（注）１株当たり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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

前事業年度
(自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日)

当期純利益又は中間純損失（△）（千円） △2,691 △22,586 321,850

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 15,000

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (15,000) 

普通株式に係る当期純利益

又は中間純損失（△）（千円）
△2,691 △22,586 306,850

期中平均株式数（株） 9,705,583 19,410,375 19,410,905
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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１日　至　平成17年10月31日）

１．株式分割

　平成17年９月15日開催の取締役会において株式分割による新株発行を行う旨の決議をしております。

　当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

 (1)　分割により増加する株式数

   普通株式  9,707,520株

 (2)　分割の方法  

　平成17年12月20日付をもって、平成17年10月31日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株に

付き２株の割合をもって分割いたします。 

 (3)　配当起算日  

　平成17年11月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における１株当たり情

報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりであります。

前中間会計期間

（自  平成16年５月１日

 　 至  平成16年10月31日）

当中間会計期間

（自  平成17年５月１日

 　 至  平成17年10月31日）

前事業年度

（自  平成16年５月１日

  　至  平成17年４月30日）

 １株当たり純資産額        375.86円

 １株当たり中間純利益金額    3.96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、潜在株式が存

 在しないため記載しておりません。

 

 １株当たり純資産額        386.17円

 １株当たり中間純損失金額  △0.14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、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。

 １株当たり純資産額        393.59円

 １株当たり当期純利益金額   30.07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、潜在株式が存

 在しないため記載しておりません。

 

２．新事業への進出

　当社は平成18年１月20日開催の取締役会において、以下の通り国内産のピュアウォーター宅配事業への進出を決

定いたしました。

(1)　新事業への進出の経緯と目的

　平成14年７月にサーバーを利用して飲用するスタイルのハワイウォーター宅配事業を開始して以来、顧客数

は年々倍増の勢いで伸張しており、さらに幅広い需要層を開拓し当社グループの業容拡大と収益力の強化を目

指すことを目的に国内産の飲料水の製造・販売（宅配）に取り組むことといたしました。

(2)　新事業への進出に当たり飲料水を製造する新会社を設立いたしました。

　　 新会社の概要

① 名称　　　　：　白馬ウォーター株式会社

② 代表者　　　：　山下　昌利

③ 所在地　　　：　長野県大町市

④ 設立の時期　：　平成18年１月

⑤ 資本金　　　：　10百万円

⑥ 出資者　　　：　株式会社トーエル（100％）

⑦ 事業内容　　：　逆浸透膜方式によるピュアウォーターの製造（水源：北アルプス）

(3)　新事業開始の時期については、平成18年７月を予定しております。

(4)　当該新事業が営業活動に及ぼす重要な影響

　同事業への進出は、当社がハワイウォーター事業で開拓した市場をさらに深く掘り起こすものであり、当社

の水事業の営業基盤を強化していくものと見込んでおります。

当中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日）

該当事項はありません。
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