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平成 18 年 12 月 22 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 テクノ・セブン 

代表者名 代表取締役社長 高垣 博光 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ６８５２） 

問合せ先 総務部長 松原 伝二 

電  話 ０４５－３２２－０８５１ 

 

   （修正・数値データ修正あり） 

   特別損失の発生及び「平成19年3月期 中間決算短信(連結)」並びに 

   「平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要」の一部修正・追加に関するお知らせ 

 

 当社が、平成18年11月17日付で発表いたしました「平成19年3月期 中間決算短信(連結)」及び「平

成19年3月期 個別中間財務諸表の概要」につきまして、特別損失の発生により、一部修正・追加があ

りましたのでお知らせいたします。 

 なお、修正理由の詳細につきましては、下記のとおりであります。 

 修正・追加箇所は「 下 線 」で表示しております。 

 

記 

 

１．修正理由 

  当社、平成 18 年 11 月 17 日開催の取締役会で決議されました、老朽化した本社ビルを解体し、自

社所有の土地を有効利用するために、賃貸マンションを新築し、不動産事業の拡大を図ることを予

定している旨及び当件に関する固定資産除却損 58 百万円の発生を、同日付「平成 19 年 3 月期 中

間決算短信(連結)」、「平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要」の後発事象及び「設備投資及び

これに伴う特別損失の発生並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしました。 

  発表後、当社の会計監査人より、当該固定資産除却損 58 百万円を中間連結財務諸表及び中間財務

諸表に減損損失として計上するよう指摘があり、協議の結果、「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連

結)」及び「平成 19 年 3月期 個別中間財務諸表の概要」の修正を行うことといたしました。また、

この他一部記載誤りを併せて修正しております。 

  なお、通期業績予想につきましては、当該特別損失を既に見込んでいるため、平成 18 年 11 月 17

日発表の「平成 19 年 3 月期 中間決算短信(連結)」及び「平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の

概要」に変更ございません。 

 

２．修正箇所 

  別紙のとおりとなります。 

 

以 上 
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（別紙）修正箇所 

 

○平成19年3月期 中間決算短信(連結) 

 

【１ページ】 

 

１．18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 

（修正前） 

 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月期 19 △59.0 1 39 ― ― 

 

（修正後） 

 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月期 △39 ― △2 88 ― ― 

 

 (2) 連結財政状態 

（修正前） 

 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月期 3,818 988 21.6 59 92 

 

（修正後） 

 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月期 3,759 930 20.4 55 66 

 

【６ページ】 

３．経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績（11行目～） 

（修正前） 

 利益面につきましては、売上増及び人員削減や経費削減等の固定費圧縮により、連結経常利益は 161 百万円(前年同

期比 57.5％増)となりました。しかし、平成 18 年７月１日の事業譲渡に伴う転籍者退職金の会計基準変更時差異一時

償却額等を特別損失に86百万円計上したことから、連結中間純利益は19百万円(前年同期比59.0％減)となりました。 

 

（修正後） 

 利益面につきましては、売上増及び人員削減や経費削減等の固定費圧縮により、連結経常利益は 161 百万円(前年同

期比 57.5％増)となりました。しかし、平成 18 年７月１日の事業譲渡に伴う転籍者退職金の会計基準変更時差異一時

償却額等を特別損失に86百万円計上したことと、平成19年1月に当社本社建物を建替えることを予定しており、その

減損損失を特別損失に 58 百万円計上したことから、連結中間純損失は△39 百万円(前年同期は 46 百万円の利益)とな

りました。 
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【７ページ】 

３．経営成績及び財政状態 

 (2) 財政状態 

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

（修正前） 

 営業活動につきましては、税金等調整前中間純利益 75 百万円に売上債権の増加額 47 百万円、仕入債務の減少額 62

百万円、たな卸資産の減少額57百万円を加減算した結果、営業活動で得られた資金は、△52百万円となりました。 

 

（修正後） 

 営業活動につきましては、税金等調整前中間純利益16百万円に本社建替えによる減損損失58百万円、売上債権の増

加額47百万円、仕入債務の減少額62百万円、たな卸資産の減少額57百万円を加減算した結果、営業活動で得られた

資金は、△52百万円となりました。 

 

 (3) 通期の見通し（4行目～） 

（修正前） 

 通期の連結及び個別業績見通しにつきましては、上期の売上がほぼ計画通りに推移したこと及び経常利益が当初予想

より増となりましたが、現在の当社本社ビルを賃貸マンションに建替える際に発生する、固定資産除却損を特別損失に

58百万円計上する予定であることから、業績予想を次のとおり修正いたします。 

 

（修正後） 

 通期の連結及び個別業績見通しにつきましては、上期の売上がほぼ計画通りに推移したこと及び経常利益が当初予想

より増となりましたが、現在の当社本社ビルを賃貸マンションに建替える際に発生する減損損失を特別損失に 58 百万

円計上したことから、業績予想を次のとおり修正いたします。 
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【９ページ】 

４．中間連結財務諸表等 

   中間連結財務諸表 

  ① 中間連結貸借対照表 

  （修正前） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 41,403 545,506 144,342

　２　受取手形及び売掛金 ※3 734,008 800,375 753,230

　３　たな卸資産 481,452 382,799 440,728

　４　その他 76,809 106,788 78,220

　５　貸倒引当金 △6,698 △6,027 △5,464

　　　流動資産合計 1,326,975 40.8 1,829,442 47.9 1,411,057 43.0

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産 ※1

　　１　建物及び構築物 ※2 294,681 394,390 284,630

　　２　土地 ※2 1,281,704 1,320,704 1,281,704

　　３　その他 108,184 1,684,571 78,543 1,793,638 83,862 1,650,198

　(2) 無形固定資産 41,263 21,854 30,488

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 ※2 147,379 149,048 159,217

　　２　その他 82,325 57,634 65,105

　　３　貸倒引当金 △32,904 196,800 △33,301 173,381 △32,697 191,625

　　　固定資産合計 1,922,635 59.2 1,988,874 52.1 1,872,312 57.0

　　　資産合計 3,249,611 100.0 3,818,316 100.0 3,283,370 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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  （修正後） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 41,403 545,506 144,342

　２　受取手形及び売掛金 ※3 734,008 800,375 753,230

　３　たな卸資産 481,452 382,799 440,728

　４　その他 76,809 106,788 78,220

　５　貸倒引当金 △6,698 △6,027 △5,464

　　　流動資産合計 1,326,975 40.8 1,829,442 48.7 1,411,057 43.0

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産 ※1

　　１　建物及び構築物 ※2 294,681 336,382 284,630

　　２　土地 ※2 1,281,704 1,320,704 1,281,704

　　３　その他 108,184 1,684,571 77,827 1,734,914 83,862 1,650,198

　(2) 無形固定資産 41,263 21,854 30,488

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 ※2 147,379 149,048 159,217

　　２　その他 82,325 57,634 65,105

　　３　貸倒引当金 △32,904 196,800 △33,301 173,381 △32,697 191,625

　　　固定資産合計 1,922,635 59.2 1,930,151 51.3 1,872,312 57.0

　　　資産合計 3,249,611 100.0 3,759,593 100.0 3,283,370 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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【10ページ】 

  ① 中間連結貸借対照表 

  （修正前） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 602,531 539,571 602,037

　２　短期借入金 ※2 937,738 150,818 710,988

　３　一年内償還予定社債 40,000 82,000 82,000

　４　未払法人税等 35,378 39,702 77,246

　５　賞与引当金 37,767 47,576 37,987

　６　その他 66,001 80,513 81,443

　　　流動負債合計 1,719,416 52.9 940,181 24.6 1,591,702 48.5

Ⅱ　固定負債

　１　社債 120,000 227,000 268,000

　２　長期借入金 ※2 244,077 1,406,384 188,208

　３　繰延税金負債 85,671 69,569 76,454

　４　退職給付引当金 104,455 168,651 181,317

　５　役員退職慰労引当金 ― 132 ―

　６　その他 17,640 17,640 17,640

　　　固定負債合計 571,843 17.6 1,889,377 49.5 731,620 22.3

　　　負債合計 2,291,259 70.5 2,829,558 74.1 2,323,323 70.8

(少数株主持分)

少数株主持分 129,575 4.0 ― ― 148,769 4.5

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,141,620 35.1 ― ― 1,141,620 34.8

Ⅱ　資本剰余金 846,176 26.0 ― ― 846,176 25.8

Ⅲ　利益剰余金 △1,185,674 △36.4 ― ― △1,207,347 △36.8

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

28,336 0.9 ― ― 32,510 1.0

Ⅴ　自己株式 △1,681 △0.1 ― ― △1,681 △0.1

　　　資本合計 828,776 25.5 ― ― 811,277 24.7

　　負債、少数株主持分
　　及び資本合計

3,249,611 100.0 ― ― 3,283,370 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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  （修正後） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 602,531 539,571 602,037

　２　短期借入金 ※2 937,738 150,818 710,988

　３　一年内償還予定社債 40,000 82,000 82,000

　４　未払法人税等 35,378 39,702 77,246

　５　賞与引当金 37,767 47,576 37,987

　６　その他 66,001 80,513 81,443

　　　流動負債合計 1,719,416 52.9 940,181 25.0 1,591,702 48.5

Ⅱ　固定負債

　１　社債 120,000 227,000 268,000

　２　長期借入金 ※2 244,077 1,406,384 188,208

　３　繰延税金負債 85,671 69,569 76,454

　４　退職給付引当金 104,455 168,651 181,317

　５　役員退職慰労引当金 ― 132 ―

　６　その他 17,640 17,640 17,640

　　　固定負債合計 571,843 17.6 1,889,377 50.3 731,620 22.3

　　　負債合計 2,291,259 70.5 2,829,558 75.3 2,323,323 70.8

(少数株主持分)

少数株主持分 129,575 4.0 ― ― 148,769 4.5

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,141,620 35.1 ― ― 1,141,620 34.8

Ⅱ　資本剰余金 846,176 26.0 ― ― 846,176 25.8

Ⅲ　利益剰余金 △1,185,674 △36.4 ― ― △1,207,347 △36.8

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

28,336 0.9 ― ― 32,510 1.0

Ⅴ　自己株式 △1,681 △0.1 ― ― △1,681 △0.1

　　　資本合計 828,776 25.5 ― ― 811,277 24.7

　　負債、少数株主持分
　　及び資本合計

3,249,611 100.0 ― ― 3,283,370 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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【11ページ】 

  ① 中間連結貸借対照表 

  （修正前） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― 1,141,620 29.9 ―

　２　資本剰余金 ― 846,176 22.2 ―

　３　利益剰余金 ― △1,188,196 △31.1 ―

　４　自己株式 ― △1,681 △0.1 ―

　　　株主資本合計 ― 797,917 20.9 ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

― 26,797 0.7 ―

　　　評価・換算差額等
　　　合計

― 26,797 0.7 ―

Ⅲ　少数株主持分 ― 164,043 4.3 ―

　　　純資産合計 ― 988,758 25.9 ―

　　　負債純資産合計 ― 3,818,316 100.0 ―

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)

 

  （修正後） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― 1,141,620 ―

　２　資本剰余金 ― 846,176 ―

　３　利益剰余金 ― △1,246,920 ―

　４　自己株式 ― △1,681 ―

　　　株主資本合計 ― 739,193 19.7 ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

― 26,797 ―

　　　評価・換算差額等
　　　合計

― 26,797 0.7 ―

Ⅲ　少数株主持分 ― 164,043 4.3 ―

　　　純資産合計 ― 930,034 24.7 ―

　　　負債純資産合計 ― 3,759,593 100.0 ―

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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【12ページ】 

  ② 中間連結損益計算書 

  （修正前） 

区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,996,325 100.0 2,012,665 100.0 4,024,744 100.0

Ⅱ　売上原価 1,497,236 75.0 1,507,083 74.9 3,007,089 74.7

　　　売上総利益 499,088 25.0 505,582 25.1 1,017,655 25.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 380,561 19.1 335,308 16.6 761,000 18.9

　　　営業利益 118,527 5.9 170,274 8.5 256,655 6.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 0 17 20

　２　受取配当金 792 1,135 1,220

　３　その他 3,379 4,172 0.2 3,219 4,372 0.2 6,280 7,522 0.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 16,587 11,214 29,890

　２　手形売却損 2,870 1,133 5,051

　３　支払保証料 975 1,259 2,111

　４　社債発行費償却 ― ― 5,712

　５　その他 ― 20,433 1.0 10 13,619 0.7 217 42,982 1.1

　　　経常利益 102,266 5.1 161,027 8.0 221,195 5.5

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 ― 761 5,036

　２　貸倒引当金戻入額 921 859 3,423

　３　養老保険解約収入 ― 921 0.0 ― 1,621 0.1 10,691 19,150 0.5

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※2 ― 111 11,335

　２　大量退職に伴う退職
　　　給付制度の一部終了
　　　損失

― ― ― 86,861 70,293

　３　その他 ― ― ― ― 86,972 4.3 275 81,903 2.1

　　　税金等調整前
　　　中間(当期)純利益

103,188 5.1 75,675 3.8 158,442 3.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

58,172 2.9 37,392 1.9 134,054 3.3

　　　法人税等調整額 ― ― △546 △0.0 △21,296 △0.5

　　　少数株主利益又は
　　　少数株主損失(△)

△1,737 △0.1 18,585 0.9 20,603 0.5

　　　中間(当期)純利益 46,753 2.3 19,150 1.0 25,080 0.6

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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  （修正後） 

区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,996,325 100.0 2,012,665 100.0 4,024,744 100.0

Ⅱ　売上原価 1,497,236 75.0 1,507,083 74.9 3,007,089 74.7

　　　売上総利益 499,088 25.0 505,582 25.1 1,017,655 25.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 380,561 19.1 335,308 16.6 761,000 18.9

　　　営業利益 118,527 5.9 170,274 8.5 256,655 6.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 0 17 20

　２　受取配当金 792 1,135 1,220

　３　税金還付金 ― 953 ―

　４　その他 3,379 4,172 0.2 2,265 4,372 0.2 6,280 7,522 0.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 16,587 11,214 29,890

　２　手形売却損 2,870 1,133 5,051

　３　支払保証料 975 1,259 2,111

　４　社債発行費償却 ― ― 5,712

　５　その他 ― 20,433 1.0 10 13,619 0.7 217 42,982 1.1

　　　経常利益 102,266 5.1 161,027 8.0 221,195 5.5

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 ― 761 5,036

　２　貸倒引当金戻入額 921 859 3,423

　３　養老保険解約収入 ― 921 0.0 ― 1,621 0.0 10,691 19,150 0.5

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※2 ― 111 11,335

　２　大量退職に伴う退職
　　　給付制度の一部終了
　　　損失

― ― ― 86,861 70,293

　３　減損損失 ※3 ― 58,723 ―

　４　その他 ― ― ― ― 145,696 7.2 275 81,903 2.1

　　　税金等調整前
　　　中間(当期)純利益

103,188 5.1 16,951 0.8 158,442 3.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

58,172 2.9 37,392 1.9 134,054 3.3

　　　法人税等調整額 ― ― 546 0.0 △21,296 △0.5

　　　少数株主利益又は
　　　少数株主損失(△)

△1,737 △0.1 18,585 0.9 20,603 0.5

　　　中間(当期)純利益
　　　又は中間純損失(△)

46,753 2.3 △39,573 △2.0 25,080 0.6

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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  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) 

  （修正前） 

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) 1,141,620 846,176 △1,207,347 △1,681 778,767

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純利益 19,150 19,150

　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)

― ― 19,150 ― 19,150

平成18年９月30日残高(千円) 1,141,620 846,176 △1,188,196 △1,681 797,917

株主資本

 

 

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 32,510 32,510 148,769 960,047

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純利益 19,150

　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)

△5,712 △5,712 15,273 9,560

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△5,712 △5,712 15,273 28,711

平成18年９月30日残高(千円) 26,797 26,797 164,043 988,758

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計
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  （修正後） 

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) 1,141,620 846,176 △1,207,347 △1,681 778,767

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ―

　中間純損失 △39,573 △39,573

　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)

― ― △39,573 ― △39,573

平成18年９月30日残高(千円) 1,141,620 846,176 △1,246,920 △1,681 739,193

株主資本

 

 

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 32,510 32,510 148,769 960,047

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ―

　中間純損失 △39,573

　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)

△5,712 △5,712 15,273 9,560

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△5,712 △5,712 15,273 △30,012

平成18年９月30日残高(千円) 26,797 26,797 164,043 930,034

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計
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  （修正前） 

  ⑤ 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
(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) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前中間(当期)純利益 103,188 75,675 158,442

　　減価償却費 33,795 24,123 68,337

　　社債発行費償却 ― ― 5,712

　　退職給付引当金の増減額(△は減少) △10,303 △12,665 66,558

　　役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) ― △132 ―

　　貸倒引当金の増減額(△は減少) △921 1,167 △2,362

　　賞与引当金の増加額 8,160 9,588 8,381

　　受取利息及び受取配当金 △792 △1,152 △1,241

　　支払利息 16,587 11,214 29,890

　　その他の営業外損益 13 △1 48

　　投資有価証券売却益 △1,160 △761 △4,903

　　固定資産除却損 ― 111 11,335

　　養老保険解約収入 ― ― △10,691

　　売上債権の増減額(△は増加) 191,165 △47,145 171,944

　　たな卸資産の増減額(△は増加) △41,970 57,929 △1,246

　　仕入債務の増減額(△は減少) △148,111 △62,465 △148,605

　　その他の資産・負債の増減額 △54,771 △23,943 △28,970

　　　小計 94,879 31,542 322,628

　　利息及び配当金の受取額 792 1,152 1,241

　　利息の支払額 △15,631 △10,021 △28,847

　　養老保険解約返戻金の受取額 ― ― 31,021

　　法人税等の支払額 △76,881 △74,936 △110,895

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,158 △52,262 215,147

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資有価証券の取得による支出 △9,906 △7,743 △27,681

　　投資有価証券の売却による収入 3,135 3,204 10,955

　　有形・無形固定資産の取得による支出 △17,990 △159,041 △18,719

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △24,761 △163,581 △35,445

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入金純増減額(△は減少) 26,000 △659,000 △89,000

　　長期借入による収入 ― 1,340,000 ―

　　長期借入金の返済による支出 △103,494 △22,994 △271,113

　　社債の発行による収入 ― ― 204,288

　　社債の償還による支出 △20,000 △41,000 △40,000

　　自己株式の購入による支出 △125 ― △125

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △97,619 617,006 △195,950

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 1 △48

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △119,235 401,164 △16,296

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 160,638 144,342 160,638

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (注) 41,403 545,506 144,342
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  （修正後） 

  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
(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) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前中間(当期)純利益 103,188 16,951 158,442

　　減価償却費 33,795 24,123 68,337

　　減損損失 ― 58,723 ―

　　社債発行費償却 ― ― 5,712

　　退職給付引当金の増減額(△は減少) △10,303 △12,665 66,558

　　役員退職慰労引当金の増加額 ― 132 ―

　　貸倒引当金の増減額(△は減少) △921 1,167 △2,362

　　賞与引当金の増加額 8,160 9,588 8,381

　　受取利息及び受取配当金 △792 △1,152 △1,241

　　支払利息 16,587 11,214 29,890

　　その他の営業外損益 13 △1 48

　　投資有価証券売却益 △1,160 △761 △4,903

　　固定資産除却損 ― 111 11,335

　　養老保険解約収入 ― ― △10,691

　　売上債権の増減額(△は増加) 191,165 △47,145 171,944

　　たな卸資産の増減額(△は増加) △41,970 57,929 △1,246

　　仕入債務の減少額 △148,111 △62,465 △148,605

　　その他の資産・負債の増減額 △54,771 △24,208 △28,970

　　　小計 94,879 31,542 322,628

　　利息及び配当金の受取額 792 1,152 1,241

　　利息の支払額 △15,631 △10,021 △28,847

　　養老保険解約返戻金の受取額 ― ― 31,021

　　法人税等の支払額 △76,881 △74,936 △110,895

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,158 △52,262 215,147

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資有価証券の取得による支出 △9,906 △7,743 △27,681

　　投資有価証券の売却による収入 3,135 3,204 10,955

　　有形・無形固定資産の取得による支出 △17,990 △159,041 △18,719

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △24,761 △163,581 △35,445

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入金純増減額(△は減少) 26,000 △659,000 △89,000

　　長期借入による収入 ― 1,340,000 ―

　　長期借入金の返済による支出 △103,494 △22,994 △271,113

　　社債の発行による収入 ― ― 204,288

　　社債の償還による支出 △20,000 △41,000 △40,000

　　自己株式の購入による支出 △125 ― △125

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △97,619 617,006 △195,950

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 1 △48

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △119,235 401,164 △16,296

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 160,638 144,342 160,638

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (注) 41,403 545,506 144,342
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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 

  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） 

（修正前） （修正後） 

①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   同左 

①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格に基づく時価法(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) 

 

【19ページ】 

 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 

  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） 

（修正前） （修正後） 

(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」(企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準適用指針第8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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

824,714千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会

計期間における中間連結財務諸表は、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。 

(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」(企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準適用指針第8号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

765,991千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会

計期間における中間連結財務諸表は、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。 
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 注記事項 

  (中間連結貸借対照表関係) 

  当中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

（修正前） （修正後） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  931,959千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  931,959千円

 なお、減価償却累計額には減損損失累計額 105,805

千円が含まれております。 

※２ 担保に供している資産及びその対応債務 

  担保に供している資産 

建物及び構築物  271,660千円

土地  1,281,704千円

投資有価証券  16,720千円

   計  1,570,084千円

  上記に対応する債務 

短期借入金  30,000千円

長期借入金  47,500千円

   計  77,500千円 

※２ 担保に供している資産及びその対応債務 

  担保に供している資産 

建物及び構築物  221,308千円

土地  1,281,704千円

投資有価証券  16,720千円

   計  1,519,732千円

  上記に対応する債務 

短期借入金  30,000千円

長期借入金  50,000千円

   計  80,000千円 
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 注記事項 

  (中間連結損益計算書関係) 

  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） 

（修正前） （修正後） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金

額 

給与賞与等  133,254千円

賞与引当金繰入額  6,269千円

退職給付費用  16,972千円

   

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金

額 

給与賞与等  133,254千円

賞与引当金繰入額  6,269千円

退職給付費用  16,972千円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

 132千円
 

 

 

※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グループは以下

の資産について減損損失を計上いたしました。 

用途 本社機能 

種類 建物・工具器具備品 

場所 神奈川県横浜市西区 

建物及び構築物 58,007千円
金額 

その他 715千円

その他 平成19年1月解体予定 

  当社グループは、減損会計の適用に当たり、原則

として事業部別に資産のグルーピングを行っており

ますが、賃貸用不動産につきましては、物件別にグ

ルーピングを行っております。 

  平成18年11月17日開催の当社取締役会において、

老朽化した本社ビルを解体し、自社所有の土地を有

効利用するために賃貸マンションを新築し、不動産

事業の拡大を図る旨、決議いたしました。 

 現本社ビル建物につきまして、解体後の回収可能

性が認められないことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額いたしました。 

  なお、当該資産は解体までの減価償却費相当額を

使用価値として測定しております。 
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 注記事項 

  (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 発行済株式に関する事項 

（修正前） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) 13,772 ― ― 13,772

 

（修正後） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 13,772,400 ― ― 13,772,400

 

 

【24ページ】 

  リース取引関係 

   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） 

（修正前） （修正後） 

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 

 

 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 
21,312 12,056 9,255

工具器具

備品 
9,870 7,313 2,556

合計 31,182 19,370 11,812
 

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 

 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 
14,532 5,276 9,255

工具器具

備品 
9,870 7,313 2,556

合計 24,402 12,590 11,812
 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内  3,852千円

１年超  6,921千円

合計  10,774千円 

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 

１年内  3,852千円

１年超  7,959千円

合計  11,812千円 
３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

     （省 略） 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

     （省 略） 

４    （省 略） ４    （省 略） 

 （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。 
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【27ページ】 

  １株当たり情報 

（修正前） 

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 60.22円 １株当たり純資産額 59.92円 １株当たり純資産額 58.95円

１株当たり中間純利益 3.40円 １株当たり中間純利益 1.39円 １株当たり当期純利益 1.82円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 （注） 算定上の基礎 

     １ １株当たり純資産額 

     

項目
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
(平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産
額の部の合計額(千円)

― 988,758 ―

純資産の部の合計額から控除
する金額(千円)

― 164,043 ―

（うち少数株主持分） (―) (164,043) (―)

普通株式に係る純資産額
(千円)

― 824,714 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 13,772,400 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 9,904 ―

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

― 13,762,496 ―
 

     ２ １株当たり中間(当期)純利益 

     

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)

中間(当期)純利益(千円) 46,753 19,150 25,080

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円)

46,753 19,150 25,080

普通株式の
期中平均株式数(株)

13,762,730 13,762,496 13,762,613
 



 - 19 -

（修正後） 

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 60.22円 １株当たり純資産額 55.66円 １株当たり純資産額 58.95円

１株当たり中間純利益 3.40円 １株当たり中間純損失 2.88円 １株当たり当期純利益 1.82円

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であり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株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

     １ １株当たり純資産額 

     

項目
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)

中間連結貸借対照表の純資産
額の部の合計額(千円)

― 930,034 ―

純資産の部の合計額から控除
する金額(千円)

― 164,043 ―

（うち少数株主持分） (―) (164,043) (―)

普通株式に係る純資産額
(千円)

― 765,991 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 13,772,400 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 9,904 ―

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

― 13,762,496 ―
 

     ２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

     

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)

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)(千円)

46,753 △39,573 25,080

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は中間純損失(△)
(千円)

46,753 △39,573 25,080

普通株式の
期中平均株式数(株)

13,762,730 13,762,496 13,762,613
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【28ページ】 

  重要な後発事象 

   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） 

（修正前） 

 平成18年11月17日開催の親会社の取締役会に基づき、平成19年１月より老朽化した本社ビルを解体し、自社所有

の土地を有効活用するために、賃貸マンションを新築し、不動産事業の拡大を図ることを予定しております。 

 

１． （省略） 

２．現本社ビル解体に伴う固定資産除却損計上予定額 

  平成19年３月期において５千８百万円 

 

（修正後） 

 平成18年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成19年１月より老朽化した本社ビルを解体し、自社所有の土

地を有効利用するために、賃貸マンションを新築し、不動産事業の拡大を図ることを予定しております。 

 

１． （省略） 

２．現本社ビル解体に伴う減損損失額 

  平成18年９月中間期において５千８百万円 
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○平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 

 

【１ページ】 

 

１．18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 

（修正前） 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円

18年9月期 △10 ― △0 78 

 

（修正後） 

 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9月期 △69 ― △5 04 

 

 

 (2) 連結財政状態 

（修正前） 

 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月期 2,495 689 27.6 50 12 

 

（修正後） 

 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月期 2,436 630 25.9 45 85 

 



 - 22 -

【２ページ】 

（修正前） 

６．中間財務諸表等 

   中間財務諸表 

  ①中間貸借対照表 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 13,573 236,117 50,351

　２　受取手形 ※3 20,001 84,269 52,435

　３　売掛金 486,545 358,593 443,878

　４　たな卸資産 445,637 148,023 405,449

　５　その他 51,017 49,751 46,192

　６　貸倒引当金 △5,588 △3,758 △3,883

流動資産合計 1,011,186 36.6 872,997 35.0 994,423 36.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1

　　(1) 建物 ※2 289,430 273,605 280,963

　　(2) 機械及び装置 38,931 6,483 36,100

　　(3) 工具器具備品 67,504 37,717 46,500

　　(4) 土地 ※2 1,160,073 1,160,073 1,160,073

　　(5) その他 69 ― ―

有形固定資産合計 1,556,009 1,477,879 1,523,637

　２　無形固定資産 40,317 11,137 29,686

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※2 31,201 39,525 41,920

　　(2) 保証金 22,450 11,915 22,640

　　(3) その他 132,706 115,203 115,195

　　(4) 貸倒引当金 △32,904 △33,301 △32,889

投資その他の資産合計 153,453 133,342 146,866

固定資産合計 1,749,780 63.4 1,622,359 65.0 1,700,190 63.1

資産合計 2,760,966 100.0 2,495,356 100.0 2,694,613 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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（修正後） 

４．中間財務諸表等 

   中間財務諸表 

  ①中間貸借対照表 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 13,573 236,117 50,351

　２　受取手形 ※3 20,001 84,269 52,435

　３　売掛金 486,545 358,593 443,878

　４　たな卸資産 445,637 148,023 405,449

　５　その他 51,017 49,751 46,192

　６　貸倒引当金 △5,588 △3,758 △3,883

流動資産合計 1,011,186 36.6 872,997 35.8 994,423 36.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1

　　(1) 建物 ※2 289,430 215,597 280,963

　　(2) 機械及び装置 38,931 6,483 36,100

　　(3) 工具器具備品 67,504 37,001 46,500

　　(4) 土地 ※2 1,160,073 1,160,073 1,160,073

　　(5) その他 69 ― ―

有形固定資産合計 1,556,009 1,419,156 1,523,637

　２　無形固定資産 40,317 11,137 29,686

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※2 31,201 39,525 41,920

　　(2) 保証金 22,450 11,915 22,640

　　(3) その他 132,706 115,203 115,195

　　(4) 貸倒引当金 △32,904 △33,301 △32,889

投資その他の資産合計 153,453 133,342 146,866

固定資産合計 1,749,780 63.4 1,563,636 64.2 1,700,190 63.1

資産合計 2,760,966 100.0 2,436,633 100.0 2,694,613 100.0

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)

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
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【３ページ】 

   中間財務諸表 

  ①中間貸借対照表 

（修正前） 

区分
注記

番号

構成比

(％)

構成比

(％)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 194,318 161,775 185,254

　２　買掛金 362,792 272,021 315,978

　３　短期借入金 ※2 919,738 97,738 707,988

　４　一年内償還予定

　　　社債
40,000 82,000 82,000

　５　未払金 15,459 10,115 702

　６　賞与引当金 ― 4,654 ―

　７　その他 42,892 48,811 94,443

流動負債合計 1,575,201 57.1 677,116 27.2 1,386,367 51.4

Ⅱ　固定負債

　１　社債 120,000 227,000 268,000

　２　長期借入金 ※2 148,577 776,464 89,708

　３　繰延税金負債 62,092 62,296 63,875

　４　退職給付引当金 93,791 44,991 166,309

　５　その他 17,640 17,772 17,640

固定負債合計 442,100 16.0 1,128,524 45.2 605,533 22.5

負債合計 2,017,302 73.1 1,805,641 72.4 1,991,901 73.9

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,141,620 41.3 ― ― 1,141,620 42.4

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 846,176 ― 846,176

資本剰余金合計 846,176 30.7 ― ― 846,176 31.4

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 81,438 ― 81,438

　２　任意積立金 91,009 ― 91,009

　３　中間(当期)未処理

　　　損失
1,427,431 ― 1,475,793

利益剰余金合計 △1,254,983 △45.5 ― ― △1,303,344 △48.4

Ⅳ　その他有価証券評価

　　差額金
12,533 0.5 ― ― 19,943 0.8

Ⅴ　自己株式 △1,681 △0.1 ― ― △1,681 △0.1

資本合計 743,664 26.9 ― ― 702,712 26.1

負債資本合計 2,760,966 100.0 ― ― 2,694,613 100.0

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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（修正後） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 194,318 161,775 185,254

　２　買掛金 362,792 272,021 315,978

　３　短期借入金 ※2 919,738 97,738 707,988

　４　一年内償還予定
　　　社債

40,000 82,000 82,000

　５　未払金 15,459 10,115 702

　６　賞与引当金 ― 4,654 ―

　７　その他 42,892 48,811 94,443

流動負債合計 1,575,201 57.1 677,116 27.8 1,386,367 51.4

Ⅱ　固定負債

　１　社債 120,000 227,000 268,000

　２　長期借入金 ※2 148,577 776,464 89,708

　３　繰延税金負債 62,092 62,296 63,875

　４　退職給付引当金 93,791 44,991 166,309

　５　役員退職慰労
      引当金

― 132 ―

　６　その他 17,640 17,640 17,640

固定負債合計 442,100 16.0 1,128,524 46.3 605,533 22.5

負債合計 2,017,302 73.1 1,805,641 74.1 1,991,901 73.9

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,141,620 41.3 ― ― 1,141,620 42.4

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 846,176 ― 846,176

資本剰余金合計 846,176 30.7 ― ― 846,176 31.4

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 81,438 ― 81,438

　２　任意積立金 91,009 ― 91,009

　３　中間(当期)未処理
　　　損失

1,427,431 ― 1,475,793

利益剰余金合計 △1,254,983 △45.5 ― ― △1,303,344 △48.4

Ⅳ　その他有価証券評価
　　差額金

12,533 0.5 ― ― 19,943 0.8

Ⅴ　自己株式 △1,681 △0.1 ― ― △1,681 △0.1

資本合計 743,664 26.9 ― ― 702,712 26.1

負債資本合計 2,760,966 100.0 ― ― 2,694,613 100.0

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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【４ページ】 

   中間財務諸表 

  ①中間貸借対照表 

（修正前） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― 1,141,620 45.8 ―

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 ― 846,176 ―

　　　資本剰余金合計 ― 846,176 33.9 ―

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 ― 81,438 ―

　　(2) その他利益
　　　　剰余金

　　　　圧縮積立金 ― 91,009 ―

　　　　繰越利益剰余金 ― △1,486,484 ―

　　　利益剰余金合計 ― △1,314,035 △52.7 ―

　４　自己株式 ― △1,681 △0.1 ―

　　　株主資本合計 ― 672,078 26.9 ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

― 17,636 ―

　　　評価・換算差額等
　　　合計

― 17,636 0.7 ―

　　　純資産合計 ― 689,715 27.6 ―

　　　負債純資産合計 ― 2,495,356 100.0 ―

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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（修正後） 

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― 1,141,620 46.9 ―

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 ― 846,176 ―

　　　資本剰余金合計 ― 846,176 34.7 ―

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 ― 81,438 ―

　　(2) その他利益
　　　　剰余金

　　　　圧縮積立金 ― 91,009 ―

　　　　繰越利益剰余金 ― △1,545,208 ―

　　　利益剰余金合計 ― △1,372,759 △56.3 ―

　４　自己株式 ― △1,681 △0.1 ―

　　　株主資本合計 ― 613,354 25.2 ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

― 17,636 ―

　　　評価・換算差額等
　　　合計

― 17,636 0.7 ―

　　　純資産合計 ― 630,991 25.9 ―

　　　負債純資産合計 ― 2,436,633 100.0 ―

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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   中間財務諸表 

  ②中間損益計算書 

（修正前） 

区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,344,650 100.0 1,153,881 100.0 2,712,379 100.0

Ⅱ　売上原価 932,179 69.3 810,826 70.3 1,881,816 69.4

　　売上総利益 412,470 30.7 343,054 29.7 830,562 30.6

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

334,431 24.9 254,699 22.0 664,902 24.5

　　営業利益 78,038 5.8 88,355 7.7 165,660 6.1

Ⅳ　営業外収益 ※1 4,960 0.4 5,122 0.4 9,679 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※2 19,093 1.4 12,448 1.1 40,276 1.5

　　経常利益 63,905 4.8 81,028 7.0 135,062 5.0

Ⅵ　特別利益 ※3 647 0.0 ― ― 13,058 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4 ― ― 86,972 7.5 81,770 3.0

　　税引前中間(当期)
　　純利益又は純損失(△)

64,553 4.8 △5,944 △0.5 66,350 2.5

　　法人税、住民税及び
　　事業税

16,965 1.3 4,746 0.4 67,123 2.5

　　中間(当期)純利益
　　又は純損失(△)

47,588 3.5 △10,690 △0.9 △773 △0.0

　　前期繰越損失 1,475,020 ― 1,475,020

　　中間(当期)未処理損失 1,427,431 ― 1,475,793

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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（修正後） 

区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,344,650 100.0 1,153,881 100.0 2,712,379 100.0

Ⅱ　売上原価 932,179 69.3 810,826 70.3 1,881,816 69.4

　　売上総利益 412,470 30.7 343,054 29.7 830,562 30.6

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

334,431 24.9 254,699 22.0 664,902 24.5

　　営業利益 78,038 5.8 88,355 7.7 165,660 6.1

Ⅳ　営業外収益 ※1 4,960 0.4 5,122 0.4 9,679 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※2 19,093 1.4 12,448 1.1 40,276 1.5

　　経常利益 63,905 4.8 81,028 7.0 135,062 5.0

Ⅵ　特別利益 ※3 647 0.0 ― ― 13,058 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4.5 ― ― 145,696 12.6 81,770 3.0

　　税引前中間(当期)
　　純利益又は税引前
　　中間純損失(△)

64,553 4.8 △64,667 △5.6 66,350 2.5

　　法人税、住民税及び
　　事業税

16,965 1.3 4,746 0.4 67,123 2.5

　　中間純利益又は
　　中間(当期)純損失(△)

47,588 3.5 △69,414 △6.0 △773 △0.0

　　前期繰越損失 1,475,020 ― 1,475,020

　　中間(当期)未処理損失 1,427,431 ― 1,475,793

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)
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   中間財務諸表 

  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) 

（修正前） 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,141,620 846,176 846,176

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純損失

　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)

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 1,141,620 846,176 ― 846,176

株主資本

資本金
資本剰余金

 

 

圧縮積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 81,438 91,009 △1,475,793 △1,303,344 △1,681 682,769

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純損失 10,690 10,690 10,690

　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)

― ― △10,690 △10,690 ― △10,690

平成18年９月30日残高(千円) 81,438 91,009 △1,486,484 △1,314,035 △1,681 672,078

その他利益剰余金
利益剰余金合計

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

 

 

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 19,943 19,943 702,712

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　中間純損失 10,690

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

△2,306 △2,306 △2,306

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△2,306 △2,306 △12,997

平成18年９月30日残高(千円) 17,636 17,636 689,715

純資産合計

評価・換算差額等
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（修正後） 

資本剰余金

圧縮積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 1,141,620 846,176 81,438 91,009 △1,475,793 △1,681 682,769

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ―

　中間純損失 △69,414 △69,414

　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)

― ― ― ― △69,414 ― △69,414

平成18年９月30日残高(千円) 1,141,620 846,176 81,438 91,009 △1,545,208 △1,681 613,354

利益準備金

その他利益剰余金

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 19,943 19,943 702,712

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ―

　中間純損失 △69,414

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

△2,306 △2,306 △2,306

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△2,306 △2,306 △71,720

平成18年９月30日残高(千円) 17,636 17,636 630,991

評価・換算差額等
純資産合計

 

 

【７ページ】 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  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） 

（修正前） （修正後） 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 

     同左 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 

    中間決算日の市場価格に基づく時価法(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) 
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  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） 

（修正前） （修正後） 

(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」(企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月 9 日 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」

(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

689,715千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間に

おける中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月 9 日 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」

(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

630,991千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間に

おける中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から、「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15 年 10 月 31 日)及び「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17

年12月27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17 年 12 月 27 日 企業会

計基準第10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。 
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 注記事項 

  (中間貸借対照表関係) 

  当中間会計期間末（平成18年9月30日） 

（修正前） （修正後） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  920,014千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  920,014千円

 なお、減価償却累計額には減損損失累計額 105,805

千円が含まれております。 

※２ 担保に供している資産及びその対応債務 

  担保に供している資産 

建物及び構築物  270,324千円

土地  1,160,073千円

投資有価証券  16,720千円

   計  1,447,117千円

  上記に対応する債務 

短期借入金  30,000千円

長期借入金  47,500千円

   計  77,500千円 

※２ 担保に供している資産及びその対応債務 

  担保に供している資産 

建物及び構築物  219,972千円

土地  1,160,073千円

投資有価証券  16,720千円

   計  1,396,765千円

  上記に対応する債務 

短期借入金  30,000千円

長期借入金  50,000千円

   計  80,000千円 
 

  (中間損益計算書関係) 

  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） 

（修正前） 

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) 

※１～３ 省略 ※１～３ 省略 ※１～３ 省略 

※４   ――――― ※４ 特別損失の主要項目 

   大量退職に伴う 
   退職給付制度の 86,861千円
   一部終了損失 

    計      86,861千円

※４ 特別損失の主要項目 

  固定資産除却損 
   機械装置      151千円
   工具器具備品  11,113千円
   その他       69千円
   計       11,335千円

 ５ 減価償却実施額 

   （省略） 

 ５ 減価償却実施額 

   （省略） 

 ５ 減価償却実施額 

   （省略） 
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（修正後） 

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) 

※１～３ 省略 ※１～３ 省略 ※１～３ 省略 

※４   ――――― ※４ 特別損失の主要項目 

   機械及び装置固定資産除却損

             111千円

   大量退職による退職給付制度

   の一部終了損失 

           86,861千円

   減損損失 

           58,723千円

※４ 特別損失の主要項目 

   機械及び装置固定資産除却損
             151千円
   車両運搬具固定資産除却損 
             69千円
   工具器具備品固定資産除却損
           11,113千円

   大量退職による退職給付制度

   の一部終了損失 
           70,293千円

※５   ――――― ※５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上いたしました。 

用途 本社機能 

種類 建物・工具器具備品 

場所 神奈川県横浜市西区 

建物及び
構築物 

58,007千円
金額 

工具器具
備品 

715千円

その他 平成19年1月解体予定

  当社は、減損会計の適用に当た

り、原則として事業部別に資産の

グルーピングを行っております

が、賃貸用不動産につきましては、

物件別にグルーピングを行ってお

ります。 

  平成18年11月17日開催の当社

取締役会において、老朽化した本

社ビルを解体し、自社所有の土地

を有効利用するために賃貸マンシ

ョンを新築し、不動産事業の拡大

を図る旨、決議いたしました。 

 現本社ビル建物につきまして、

解体後の回収可能性が認められな

いことから、帳簿価額を回収可能

価額まで減額いたしました。 

  なお、当該資産は解体までの減

価償却費相当額を使用価値として

測定しております。 

※５   ――――― 

 ６ 減価償却実施額 

   （省略） 

 ６ 減価償却実施額 

   （省略） 

 ６ 減価償却実施額 

   （省略） 
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  リース取引関係 

   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） 

（修正前） （修正後） 

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 

 

 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 
6,780 6,780 ―

工具器具

備品 
9,870 7,313 2,556

合計 16,650 14,093 2,556
 

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 

 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 
9,870 7,313 2,556

合計 9,870 7,313 2,556
 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

 

     （省 略） 

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 

     （省 略） 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

     （省 略） 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

     （省 略） 

４    （省 略） ４    （省 略） 

 （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。 
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  １株当たり情報 

（修正前） 

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 54.04円 １株当たり純資産額 50.12円 １株当たり純資産額 51.06円

１株当たり中間純利益 3.46円 １株当たり中間純損失 0.78円 １株当たり当期純損失 0.06円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純損

失については、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。 

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、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 （注） 算定上の基礎 

     １ １株当たり純資産額 

     

項目
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

(平成18年３月31日)
中間貸借対照表の純資産額の
部の合計額(千円)

― 689,715 ―

普通株式に係る純資産額
(千円)

― 689,715 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 13,772,400 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 9,904 ―

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

― 13,762,496 ―
 

     ２ １株当たり中間(当期)純利益又は純損失 

     

項目
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間(当期)純利益
又は純損失(△)(千円)

47,588 △10,690 △773

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円)

47,588 △10,690 △773

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式の
期中平均株式数(株)

13,762,730 13,762,496 13,762,613
 



 - 37 -

（修正後） 

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 54.04円 １株当たり純資産額 45.85円 １株当たり純資産額 51.06円

１株当たり中間純利益 3.46円 １株当たり中間純損失 5.04円 １株当たり当期純損失 0.06円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、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。 

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、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

     １ １株当たり純資産額 

     

項目
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

(平成18年３月31日)
中間貸借対照表の純資産額の
部の合計額(千円)

― 630,991 ―

普通株式に係る純資産額
(千円)

― 630,991 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 13,772,400 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 9,904 ―

１株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数(株)

― 13,762,496 ―
 

     ２ １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失 

     

項目
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)
純損失(△)(千円)

47,588 △69,414 △773

普通株式に係る中間
純利益又は中間(当期)純損失
(△)(千円)

47,588 △69,414 △773

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式の
期中平均株式数(株)

13,762,730 13,762,496 13,762,613
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  重要な後発事象 

   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） 

（修正前） 

 平成18年11月17日開催の取締役会に基づき、平成19年１月より老朽化した本社ビルを解体し、自社所有の土地を

有効活用するために、賃貸マンションを新築し、不動産事業の拡大を図ることを予定しております。 

 

１． （省略） 

２．現本社ビル解体に伴う固定資産除却損計上予定額 

  平成19年３月期において５千８百万円 

 

（修正後） 

 平成18年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成19年１月より老朽化した本社ビルを解体し、自社所有の土

地を有効利用するために、賃貸マンションを新築し、不動産事業の拡大を図ることを予定しております。 

 

１． （省略） 

２．現本社ビル解体に伴う減損損失額 

  平成18年９月中間期において５千８百万円 

 


