
１．平成18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日） 

 （注）17年11月中間期及び18年５月期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、キャッシュ・フローの状況は記載しており

ません。 

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  67円73銭 

３．配当状況 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。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３．経営成績及び財政状態の１．経営成績の(3)通期の見通しを参照して

下さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年５月期 中間決算短信（非連結） 平成18年12月28日

上場会社名 株式会社ニイタカ 上場取引所 東 

コード番号 4465 本社所在都道府県 大阪府 

（URL http://www.niitaka.co.jp） 

代表者     役職名 代表取締役社長 氏名 森田 千里雄 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営企画部長 氏名 奥山 吉昭 ＴＥＬ  （06）6391－3225 

決算取締役会開催日 平成18年12月28日 配当支払開始日 平成19年２月16日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）   

(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11月中間期 5,542 14.8 361 △16.1 373 △14.2

17年11月中間期 4,829 7.3 431 2.2 434 7.3

18年５月期 9,873  835  855  

 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11月中間期 219 △45.0 37 12 － －

17年11月中間期 398 60.3 67 50 － －

18年５月期 669  113 44 － －
（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 － 百万円 17年11月中間期 － 百万円 18年５月期 － 百万円 

②期中平均株式数 18年11月中間期 5,905,710株 17年11月中間期 5,906,480株 18年５月期 5,906,235株 

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(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11月中間期 10,315 5,389 52.3 912 67

17年11月中間期 9,690 4,949 51.1 837 93

18年５月期 9,644 5,164 53.6 874 47
（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 5,905,667株 17年11月中間期 5,906,277株 18年５月期 5,905,777株

②期末自己株式数 18年11月中間期 37,385株 17年11月中間期 36,775株 18年５月期 37,275株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月中間期 324 △728 △260 684

17年11月中間期 － － － －

18年５月期 － － － －

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 10,900 810 400

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年５月期 8.00 8.00 16.00

19年５月期（実績） 8.00 －
16.00

19年５月期（予想） － 8.00



１．企業集団の状況 

 当社はフードビジネス業界向け化成品事業として、業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤及び固形燃料等の製造・仕入・販売

を行っております。 

 また、当該事業に関連して、フードビジネス業界向けに食器洗浄機のメンテナンス・サービス、厨房関連機器のレン

タル及び販売等の事業活動も行なっております。 

 なお、平成18年６月１日に株式会社日本自洗機メンテナンス協会（100％子会社）を吸収合併しております。  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

得　　　意　　　先

当　　　　　　　社

・業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤
・固形燃料

・食器洗浄機・厨房機器

製造・販売 レンタル・販売 メンテナンス・サービス
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２．経営方針 

１．経営の基本方針 

 当社は、高品質・高使用価値の製品・サービスをフードビジネス業界へ提供することを通じ、「取引先とユーザ

ー」のお役に立ち、「株主と会社」に利益をもたらし、「社員とその家族」を幸せにすると同時に「地域社会」に

貢献し、社会に信頼され、発展する企業を目指しています。これを「四者共栄」と一言で表しています。この「四

者共栄」を実現するとともに企業の社会的責任を果すため、「品質第一主義」と「真の全員参加」の経営を行い、

常に四者の満足を追求し、行動します。 

① 品質第一主義の経営（製品品質・サービスの質・企業の質）…高品質・高使用価値の製品・サービスでお客さ

まにお応えすることは勿論のこと、地域環境・地球環境保全に努めるとともに、業務や企業のあり方において

も品質を第一とし、社会進歩に役立つ経営を行います。 

② 真の全員参加の経営…高品質・高使用価値の製品・サービスの提供や高い質の業務・経営を行い、社会的責任

を果すことを保証するためには、お客さまと社会のために何ができるか、何をしなければならないかを社員一

人ひとりが主体的に考え、それができる仕組みを作ってまいります。 

 お客様の満足と社会からの信頼は社員の働き甲斐でもあります。 

以上が当社の経営基本方針であります。 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は利益配分につきましては、将来の企業価値を高める事業戦略に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配

当を継続していくことを基本方針としております。 

 内部留保金は、生産関連設備投資や業容拡大に向けた財務体質の強化などのために活用したいと考えておりま

す。 

 なお、前中間期の配当金は、１株当たり８円といたしましたが、当中間期につきましても、１株当たり８円の配

当金とさせていただきます。また、年間では１株当たり16円を予定しております。  

３．目標とする経営指標 

 主な経営指標として、売上高、経常利益、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を採用しております。当社は、過去23

年間売上高は前年比ベースで増加し続けておりますが、今後とも増収を継続したいと考えております。競争力の強化

と経営の効率化を図ることにより、経常利益の向上を進めてまいります。 

 また、株主や投資家に満足いただけるよう、株主資本の運用効率を示す指標であるＲＯＥの維持向上に努めてまい

ります。 
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４．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社が依拠するフードビジネス業界が成熟した中、当社にとりましてはこれまで以上に製品・サービスの質を向上

させ、競争に打ち勝てる企業体質にすることが経営課題となっております。 

 当社は平成20年4月に創立45周年を迎えます。経営目標を達成し、継続的発展と企業価値増大に全社一丸となって

取り組んでまいります。 

Ⅰ 競争力の強化  次の各項目についての強化を図り、売上の飛躍的拡大と利益の確保を図ってまいります。 

 (1) コスト競争力 

① 最適な製造形態の確立 

生産効率の追求による製造コストの削減と増加する販売量に対応するため、つくば工場の製造設備の増

設をはじめとする生産体制の整備を行います。 

② 原材料費の削減 

 原材料価格の上昇に対応するため、主要原材料の決定・調達にあたっては、コスト抑制に向け、技術・

購買・製造等の連携を密にしてあらゆる方策を立案・検討し、実行してまいります。また、副資材（主に

ポリ容器、フィルム等の包装資材）の軽量化・薄肉化、並びに構成の見直し等によりコスト抑制を図って

まいります。 

③ 物流コストの削減 

 つくば工場の生産品目を増やし、物流効率の向上を図ります。また、配送等の苦情に対する改善活動に

取組み、物流の質向上を推進してまいります。    

 (2) 技術力 

 顧客ニーズをとらえると同時に、当社のオリジナリティのあるシーズを活かして付加価値の高い製品の企

画・開発を行います。 

 良い企画ができる体制の構築とともに、良い企画を速やかに製品に仕上げることができる力量をつけるよう

にしてまいります。 

 平成18年10月に、ISO22000（食品安全マネジメントシステム）を認証取得いたしました。これを運用・維持

し、確実に安全な製品を提供することは勿論のこと、食の安全に寄与する製品・サービスを提供してまいりま

す。また、ISO22000を構築・運用するなかで蓄積したノウハウをもとに、お得意先における食品安全マネジメ

ントシステムの構築に寄与したいと考えております。 

 (3) 製品力 

 他社との競争に打ち勝ち、ユーザーの拡大を図るうえで、個々のユーザーに最適な製品の品揃え、高機能

化、安定供給、サービスの充実と質の向上が不可欠です。特に食品工場向け製品（「サニプラン」シリーズ）

の充実を図るとともに、製品分類毎に業界Ｎｏ．１の製品を開発することを目指してまいります。そのために

必要な人材配置と組織体制の強化を行っております。 

 (4) 営業力 

 他社との競争に打ち勝ち、ユーザーの拡大を図るうえで、個々のユーザーに最適な製品・サービス、情報を

提供することが不可欠であり、より質の高い提案・提供ができるよう体制を強化してまいります。また、平成

18年５月期から新設した衛生管理サポート専門部署としての衛生管理推進室は機能し始め、顧客満足向上と売

上拡大に寄与しております。 

Ⅱ 「自己変革ができ、勝ち進む組織」の構築 

 他社との競争に打ち勝てる組織を構築するためには、中長期的な展望を持った戦略に基づく、人材配置と業務

改革が要求されます。その実現に不可欠な自己変革ができる人材の育成、その能力を最大限に発揮できる風土の

醸成を要に、「自己変革ができ、勝ち進む組織」の構築に取り組んでまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1)当社の営業の状況 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に後押しされ、設備投資の増加や雇用の拡大が見られ、

底堅く推移しました。しかし、原油価格の高止まり、米国経済の減速などの不安要素に加え、個人消費の伸び悩み

が懸念され、景気の先行きに不透明感が出てきました。 

 当社が依拠するフードビジネス業界におきましては、回復の兆しを見せつつあった外食店の売上が再び下降傾向

を示し、必ずしも楽観視できる状態ではありません。 

 このような状況下、当社は新製品の投入、新規ユーザーの獲得を積極的に推進し、業容の拡大に努めてまいりま

した。また、一方で人材補強、広告宣伝活動、研究開発等将来に向けての投資も積極的に進めてまいりました。 

 この結果、当中間会計期間の業績は、売上高が5,542百万円（前年同期比14.8％増）となりました。利益につき

ましては、営業利益が361百万円（同16.1％減）、経常利益が373百万円（同14.2％減）、中間純利益は219百万円

（同45.0％減）となりました。 

 なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期比は前年同期の個別中間財務諸表

における比較数値であります。 

  

 当社の品目別売上高は、次のとおりであります。当社はフードビジネス業界向け化成品事業の単一セグメントの

ため、事業の種類別セグメントの情報は作成しておりませんので、品目別の金額を記載しております。 

 （注）1.当社の主要取扱品目をより正確に表現するために、前事業年度まで「業務用洗剤・洗浄剤」としておりました区分を「業務用洗剤・

洗浄剤・除菌剤」に修正いたしました。 

 2.当社は100％子会社１社を合併しましたので、品目別売上高についての前年同期比は連結財務諸表との比較といたしました。（以下品

目別売上高コメントについても同じ） 

  

＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤部門＞ 

 新規取引先の開拓により全体的に売上が底上げされました。また、特に食品安全に関する製品（除菌・漂白

剤、アルコール製剤、塩素系殺菌剤等）の売上が好調でした。 

 この結果、当中間会計期間における売上高は、2,943百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

＜固形燃料部門＞ 

 出荷数量の増加に伴い売上が伸びました。また、価格改定を進めることができました。この結果、当中間会計

期間における売上高は、1,036百万円（同8.1％増）となりました。 

＜その他商品等部門＞ 

 大手チェーン店への仕入商品の納入が増大し、売上が大きく伸びました。 

 この結果、当中間会計期間における売上高は、1,562百万円（同31.5％増）となりました。 

区分 

（参考値） 
前中間連結会計期間 
（平成17年11月中間期） 

当中間会計期間 
（平成18年11月中間期） 

（参考値） 
前年同期比 

金額 構成比 金額 構成比 増減金額 増減率 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤 
百万円 

2,716 

％ 

55.9 

百万円 

2,943 

％ 

53.1 

百万円 

226 

％ 

8.4 

固形燃料 958 19.7 1,036 18.7 77 8.1 

その他商品等 1,188 24.4 1,562 28.2 374 31.5 

合計 4,863 100.0 5,542 100.0 678 14.0 
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(2)生産、受注及び販売の状況 

（ａ）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。    

 前中間会計期間については連結数値で作成しているため、前年同期比は記載しておりません。（以下、「販売

実績」まで同じ） 

（注）1.金額は販売価格によっております。 

   2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（ｂ）受注状況 

  該当事項はありません。 

（ｃ）商品仕入実績 

  当中間会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（ｄ）販売実績 

  当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）1.前中間会計期間及び当中間会計期間における主な相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10未

満のため、記載を省略しております。 

   2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3)通期の見通し 

 わが国経済は、企業業績は好調なものの、原油価格の高止まりや個人消費の停滞などの不安要素もあり、不透明

感が増しています。 

 また、当社が依拠するフードビジネス業界は、マーケットの成熟感は否めず、引き続き厳しい状況が続くものと

考えております。 

 このような状況下、当社では、大手・中堅外食チェーン店、大手ホテル、食品スーパー、食品工場等の開拓に力

を注ぎたいと考えております。 

 以上により、通期の業績の見通しといたしましては、売上高10,900百万円（前年同期比10.4％増）経常利益810

百万円（同5.3％減）、当期純利益400百万円（同40.3％減）を予定しております。 

品目 
当中間会計期間

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 2,972,303 － 

固形燃料（千円） 954,475 － 

その他商品等（千円） 16,147 － 

合計（千円） 3,942,926 － 

品目 
当中間会計期間

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 69,500 － 

固形燃料（千円） 70,787 － 

その他商品等（千円） 1,416,788 － 

合計（千円） 1,557,076 － 

品目 
当中間会計期間

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 2,943,307 － 

固形燃料（千円） 1,036,177 － 

その他商品等（千円） 1,562,820 － 

合計（千円） 5,542,305 － 
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２．財政状態 

キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、投資活動並びに財務活動による支出が営業活動による収

入を上回りました。また、子会社合併により82百万円を引き継ぎました。これらの結果現金及び現金同等物（以下

「資金」という）の中間期末残高は684百万円となりました。なお、前中間会計期間については中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は324百万円となりました。これは、税引前中間純利益が370百万円となりました

こと及び仕入債務の増加363百万円、未払金及び未払費用等の増加106百万円等の増加と、売上債権の増加401百

万円、法人税等の支払251百万円等の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は728百万円となりました。これは、有価証券の償還による収入99百万円の増加

と、つくば工場生産・物流設備増設（着手金支払）等の有形固定資産の取得による支出747百万円、人事給与シ

ステム更新等の無形固定資産の取得による支出59百万円等の減少によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は260百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出116百万円、社

債の償還による支出97百万円、配当金の支払47百万円等の減少によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。 

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．平成18年５月期以前の債務償還年数並びにインタレスト・カバレッジ・レシオは、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書を基

にした数値でありましたため、表示しておりません。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 

３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債

は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについてはキャ

ッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期 
平成19年  
５月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 43.0 47.1 47.2 49.1 51.1 53.6 52.3 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
33.5 65.9 67.6 75.0 74.4 76.6 61.4 

債務償還年数（年） － － － － － － － 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
－ － － － － － 51.8 
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３．事業等のリスク 

 以下において、記載した事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社はこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、中間決算短信提出日現在において当社が判断したものであり、不

確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

①特定の市場への依存について 

 当社は、業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料の製造、食品包装用ラップ、ボディーソープ等の仕入を行っ

ており、これら製商品を食品卸会社、食品包装資材卸会社を通じて飲食店、旅館、食品工場、食品スーパー等の

フードビジネス業界に販売しております。 

 また、当社は、各地の提携会社を通じて飲食店等のフードビジネス業界向けに食器洗浄機のメンテナンス・サ

ービスを提供している他、厨房関連機器のレンタル・販売を行っております。 

 当社が取扱っている製商品・サービスは、大部分がフードビジネス業界を対象としたものであり、フードビジ

ネス業界における業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料等に対する需要動向、価格動向、既存業者との競合の

状況、新規業者の参入状況、並びにメタノール等の原材料の価格動向等により、当社の業績が影響を受ける可能

性があります。 

②法的規制について 

 当社の取扱製商品においては、業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤の一部が食品添加物もしくは医薬部外品に該当す

る他、毒物劇物取締法上の劇物に該当する製品も一部製造しております。固形燃料は消防法上の危険物に該当し

ております。このため当社は食品衛生法、薬事法、毒物劇物取締法、消防法による規制を受けております。また

当社は、環境保護に関連して大気汚染防止法、騒音防止法、振動規制法、化学物質排出把握管理促進法等の各種

法令、当社の工場が所在する地域の各地方自治体と締結した公害防止協定による規制を受けております。従っ

て、これら法的規制の改正、又は新たな法的規制の制定等により、当社の業績又は今後の事業展開が影響を受け

る可能性があります。 

③品質管理について 

 当社では、経営方針である「品質第一主義」のもと、品質管理を徹底しております。しかしながら、当社の取

扱製商品において、重大な品質トラブルが発生した場合には、当該トラブルに対応するための費用負担や当社に

対する評価の低下から、当社の業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

④自然災害について 

 当社にとって、最大のリスクのひとつに地震リスクがあります。生産拠点は東西の２拠点制をとり、地震への

対応もとるようにしております。しかし、大規模な地震により、操業が中断するような場合は、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤取引先の信用リスクについて 

 当社は数多くの取引先と取引を行っており、リスク分散を図っております。また、取引先の信用情報等をと

り、取引先のリスクに備えております。しかし、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に支障が発生した場

合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５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  1,799,560   784,459   1,366,721   

２．受取手形   723,853   851,039   789,923   

３．売掛金  1,514,797   1,765,359   1,408,628   

４．有価証券  99,950   －   99,950   

５．たな卸資産  520,752   538,187   508,085   

６．短期貸付金  300   －   －   

７．繰延税金資産  124,002   118,442   81,140   

８．その他 ※３ 34,368   75,977   47,769   

貸倒引当金  △7,623   △8,919   △7,491   

流動資産合計   4,809,962 49.6  4,124,545 40.0  4,294,729 44.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物 
※1、
2 

1,498,944   1,527,974   1,443,812   

(2) 機械装置 
※1、
2 

457,120   507,732   415,086   

(3) 土地 ※２ 1,675,763   1,919,807   1,919,807   

(4) 建設仮勘定  2,974   703,459   135,602   

(5) その他 
※1、
2 

143,787   136,356   144,411   

有形固定資産合計  3,778,589   4,795,330   4,058,720   

２．無形固定資産  151,788   185,136   180,339   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  488,987   625,021   606,563   

(2) 関係会社株式  10,000   －   10,000   

(3) 保険積立金  43,311   55,398   49,168   

(4) 前払年金費用  50,565   57,323   57,699   

(5) 破産更生債権等  93,174   86,090   89,395   

(6) 繰延税金資産  275,806   312,108   303,928   

(7) その他  80,823   160,491   82,802   

貸倒引当金  △92,985   △85,993   △89,264   

投資その他の資産
合計  949,682   1,210,439   1,110,292   

固定資産合計   4,880,060 50.4  6,190,906 60.0  5,349,352 55.5 

資産合計   9,690,023 100.0  10,315,452 100.0  9,644,081 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５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  274,119   357,475   305,390   

２．買掛金  499,495   598,481   439,238   

３．ファクタリング
債務 

  1,265,736   1,399,991   1,241,137   

４．１年以内償還予定
社債 

  194,400   194,400   194,400   

５．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 192,860   201,410   202,860   

６．未払金  191,638   237,740   202,307   

７．未払費用  297,330   312,435   200,152   

８．未払法人税等  325,000   201,500   247,000   

９．その他 ※３ 40,141   199,497   155,866   

流動負債合計   3,280,722 33.8  3,702,930 35.9  3,188,353 33.0 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   404,000   209,600   306,800   

２．長期借入金 ※２ 328,330   214,020   221,900   

３．退職給付引当金  608,414   656,553   638,612   

４．役員退職慰労 
引当金  110,565   117,679   114,700   

５．その他  8,935   24,736   9,281   

固定負債合計   1,460,245 15.1  1,222,589 11.8  1,291,294 13.4 

負債合計   4,740,967 48.9  4,925,519 47.7  4,479,648 46.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   585,199 6.0  － －  － － 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  595,337   －   －   

資本剰余金合計   595,337 6.2  － －  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  24,873   －   －   

２．任意積立金  2,022,123   －   －   

３．中間（当期）未
処分利益  1,737,458   －   －   

利益剰余金合計   3,784,455 39.1  － －  － － 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   32,048 0.3  － －  － － 

Ⅴ 自己株式   △47,984 △0.5  － －  － － 

資本合計   4,949,055 51.1  － －  － － 

負債及び資本合計   9,690,023 100.0  － －  － － 
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前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５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    － －  585,199 5.7  585,199 6.1 

２．資本剰余金            

資本準備金   －   595,337   595,337   

資本剰余金合計    － －  595,337 5.8  595,337 6.2 

３．利益剰余金            

(1）利益準備金   －   24,873   24,873   

(2）その他利益剰余
金 

              

特別償却準備金   －   1,099   2,198   

別途積立金   －   2,000,000   2,000,000   

繰越利益剰余金   －   2,208,886   1,981,418   

利益剰余金合計    － －  4,234,858 41.1  4,008,489 41.5 

４．自己株式    － －  △48,780 △0.5  △48,646 △0.5 

株主資本合計    － －  5,366,614 52.1  5,140,380 53.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

その他有価証券 
評価差額金 

   － －  23,318 0.2  24,052 0.3 

評価・換算差額等 
合計 

   － －  23,318 0.2  24,052 0.3 

純資産合計    － －  5,389,932 52.3  5,164,433 53.6 

負債純資産合計    － －  10,315,452 100.0  9,644,081 100.0 
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(2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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   4,829,878 100.0  5,542,305 100.0  9,873,899 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,858,219 59.2  3,429,676 61.9  5,928,648 60.0 

売上総利益   1,971,659 40.8  2,112,629 38.1  3,945,251 40.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,540,641 31.9  1,751,118 31.6  3,109,668 31.5 

営業利益   431,017 8.9  361,510 6.5  835,582 8.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  17,168 0.4  19,133 0.3  44,446 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,457 0.3  7,545 0.1  24,508 0.2 

経常利益   434,728 9.0  373,098 6.7  855,520 8.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  350,615 7.3  1,053 0.0  352,318 3.5 

Ⅶ 特別損失 ※４  123,498 2.6  4,100 0.0  120,697 1.2 

税引前中間（当
期）純利益   661,845 13.7  370,051 6.7  1,087,142 11.0 

法人税、住民税及
び事業税  313,091   194,794   446,808   

法人税等調整額  △49,948 263,143 5.4 △43,983 150,811 2.7 △29,652 417,155 4.2 

中間（当期）純利益   398,701 8.3  219,239 4.0  669,986 6.8 

前期繰越利益   1,338,756   －   －  

中間（当期）未処
分利益   1,737,458   －   －  
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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６月１日 至平成18年11月30日） (単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換
算差額等

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 
  

利益 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

平成18年５月31日  

残高 
585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052 

中間会計期間中の 

変動額 
          

子会社合併による 

剰余金の引継 
          54,375 54,375   54,375   

剰余金の配当           △47,246 △47,246   △47,246   

特別償却準備金の 

取崩 
      △1,099   1,099 －   －   

中間純利益           219,239 219,239   219,239   

自己株式の取得               △134 △134   

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額 

（純額） 

                  △734 

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － △1,099 － 227,468 226,368 △134 226,234 △734 

平成18年11月30日  

残高 
585,199 595,337 24,873 1,099 2,000,000 2,208,886 4,234,858 △48,780 5,366,614 23,318 

前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） (単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換
算差額等

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 
  

利益 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金  

繰越 
利益 
剰余金 

平成17年５月31日 

残高 
585,199 595,337 24,873 62,295 2,000,000 1,345,838 3,433,007 △47,420 4,566,123 15,556 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当           △94,504 △94,504   △94,504   

当期純利益           669,986 669,986   669,986   

特別償却準備金の 

取崩（当期） 
      △19,924   19,924 －   －   

特別償却準備金の 

取崩（前期） 
      △40,171   40,171 －   －   

自己株式の取得               △1,225 △1,225   

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

                  8,495 

事業年度中の変動額 

合計 
－ － － △60,096 － 635,579 575,482 △1,225 574,257 8,495 

平成18年５月31日 

残高 
585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052 
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  370,051 

減価償却費  157,128 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△）  17,940 

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△）  2,979 

前払年金費用の増減額 
（増加：△）  376 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  △1,841 

長期前払費用の増減額 
（増加：△）  △6,140 

受取利息及び受取配当金  △8,356 

支払利息  6,425 

有形固定資産除売却損  1,700 

無形固定資産除却損  70 

投資事業組合投資利益  △3,623 

売上債権の増減額 
（増加：△）  △401,899 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  △29,431 

その他の流動資産の増減額 
（増加：△）  58 

破産更生債権等の増減額 
（増加：△）  3,451 

仕入債務の増減額 
（減少：△）  363,471 

未払金及び未払費用等の増減額 
（減少：△）  106,424 

未払消費税等の増減額 
（減少：△）  △12,026 

その他の固定資産の増減額 
（増加：△）  5,358 

その他の固定負債の増減額 
（減少：△）  1,322 

小計  573,440 

利息及び配当金の受取額  8,587 

利息の支払額  △6,270 

法人税等の支払額  △251,022 

営業活動によるキャッシュ・フロー  324,735 
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当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

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  △16,079 

有価証券の償還による収入  99,950 

有形固定資産の取得による支出  △747,013 

無形固定資産の取得による支出  △59,695 

保険積立金の積立による支出  △6,230 

貸付金の回収による収入  392 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △728,677 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △116,330 

社債の償還による支出  △97,200 

配当金の支払額  △47,246 

自己株式の取得による支出  △134 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △260,910 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  
（減少：△）  △664,852 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,266,721 

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加額  82,590 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  684,459 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）子会社株式 

 総平均法による原価法 

───── 

  

(1)子会社株式 

 総平均法による原価法 

 (2）その他有価証券 

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） 

(1）その他有価証券 

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） 

(2)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（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合等への

出資持分（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組

合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によ

っております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (3）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・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（但し、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      ７年～50年 

構築物     ７年～50年 

機械装置    ５年～７年 

車両運搬具   ２年～５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、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）に基づいており

ます。 

(2)無形固定資産 

 同左 

(2)無形固定資産 

同左 

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

能性を勘案し、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)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため

当中間会計期間末における退職給

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、

簡便法により計上しております。 

(2)退職給付引当金 

同左 

(2)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、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を、簡便法

により計上しております。 

 (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 
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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 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

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．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

─────  手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

───── 

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 

    

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,389,932千円であります。 

なお、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貸借対照

表の純資産の部については、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） 

当事業年度より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,164,433千円であります。 

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。 

───── （企業結合に係る会計基準） 

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 企業会計基準適用指針第

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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表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末まで、流動負債の「支払手形」に含めて表示し

ておりました「設備関係支払手形」（当中間会計期間末15,388千

円、前中間会計期間末9,361千円）は、当中間会計期間末から流動負

債の「その他」に含めて表示しております。 

──────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合と比べ、退職給付費用（特別損失）が

52,593千円増加し、税引前中間純利益が同

額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、中間会計期間末時点の退

職給付債務（自己都合要支給額に比較指数

を乗じた金額）及び年金資産に基き計算す

る簡便法を適用し、適格退職年金の財政再

計算の都度比較指数の見直しを行っており

ます。 

───── 退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合と比べ、退職給付費用（特別損失）が

49,678千円増加し、税引前当期純利益が同

額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、当事業年度末時点の退職

給付債務（自己都合要支給額に比較指数を

乗じた金額）及び年金資産に基き計算する

簡便法を適用し、適格退職年金の財政再計

算の都度比較指数の見直しを行っておりま

す。 
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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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         6,566,679千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

        6,809,168千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

6,708,826千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

建物 1,090,982千円

機械装置 263,014千円

その他 49,705千円

土地 800,381千円

合計 2,204,084千円

建物 1,146,545千円

機械装置 331,732千円

その他 55,858千円

土地 800,381千円

合計 2,334,517千円

建物 1,049,794千円

機械装置 227,732千円

その他 61,428千円

土地 800,381千円

合計  2,139,336千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 327,190千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 225,530千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

長期借入金 276,360千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

(2)担保提供資産  (2)担保提供資産 

建物 245,699千円

機械装置 192,368千円

土地 473,499千円

合計 911,567千円

 建物 236,717千円

機械装置 185,836千円

土地 473,499千円

合計 896,054千円

上記に対する債務  上記に対する債務 

長期借入金 194,000千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

 長期借入金 148,400千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．     ───── 

 ４．偶発債務 

債務保証 

 関係会社 ㈱日本自洗機メンテナン

ス協会の借入債務等153,591千円につ

いて、当社が債務保証を行っておりま

す。 

 ４．偶発債務 

 ────── 

 ４．偶発債務 

債務保証 

 関係会社 ㈱日本自洗機メンテナン

ス協会の借入債務等112,714千円につ

いて、当社が債務保証を行っておりま

す。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

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。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

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。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額 1,300百万円

借入実行残高 －百万円

差引額   1,300百万円

当座貸越極度額 1,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額  1,500百万円

当座貸越極度額 1,300百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,300百万円
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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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31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    470千円

受取配当金     3,625千円

業務代行手数料      9,702千円

その他      3,369千円

受取利息 4,446千円

受取配当金     3,909千円

業務代行手数料      1,902千円

投資事業組合投資利益      3,623千円

その他      5,251千円

受取利息 3,232千円

受取配当金 14,963千円

業務代行手数料 19,404千円

その他 6,846千円

※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      8,477千円

投資事業組合投資損失     1,468千円

その他      3,511千円

支払利息      6,425千円

その他     1,119千円

支払利息 15,277千円

投資事業組合投資損失 2,330千円

その他 6,900千円

※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 ※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   2,589千円

固定資産売却益 69千円

積立保険解約益   1,595千円

受取保険金   346,360千円

貸倒引当金戻入益   1,053千円

   

   

   

積立保険解約益   1,595千円

受取保険金 346,360千円

固定資産売却益 69千円

貸倒引当金戻入益 4,292千円

 なお、受取保険金は、平成17年８月に逝

去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

   なお、受取保険金は、平成17年８月に逝

去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

※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 

固定資産除売却損    2,283千円

社葬費用    40,890千円

役員特別功労金    27,531千円

投資有価証券売却損 200千円

退職給付債務割引率 

変更数理差異償却 
   52,593千円

固定資産除売却損   1,770千円

リース解約損    2,329千円

   

   

  
 

固定資産除売却損 2,397千円 

投資有価証券売却損 200千円 

退職給付債務割引率 

変更数理差異償却 
49,678千円 

社葬費用 40,890千円 

役員特別功労金 27,531千円 

 なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあた

り、原則法に基く退職給付債務の額と自己

都合要支給額との比較指数の見直しを実施

し、比較指数算定の基礎となる原則法の割

引率を3.5％から2.5％へ変更したことによ

る損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

  なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあた

り、原則法に基く退職給付債務の額と自己

都合要支給額との比較指数の見直しを実施

し、比較指数算定の基礎となる原則法の割

引率を3.5％から2.5％へ変更したことによ

る損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

 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    137,890千円

無形固定資産     20,042千円

有形固定資産   132,209千円

無形固定資産     24,918千円

有形固定資産 282,203千円

無形固定資産 46,497千円
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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６月１日 至 平成18年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加110株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加960株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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） 

発行済株式     

普通株式 5,943,052 － － 5,943,052 

合計 5,943,052 － － 5,943,052 

自己株式     

普通株式（注） 37,275 110 － 37,385 

合計 37,275 110 － 37,385 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式 47,246 8.00 平成18年５月31日 平成18年８月28日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月28日 

取締役会 
普通株式 47,245  利益剰余金 8.00 平成18年11月30日 平成19年２月16日

  
前事業年度末株式数

(株) 

当期増加株式数 

(株) 

当期減少株式数 

(株) 

当事業年度末株式数

(株) 

自己株式     

普通株式  (注) 36,315 960 － 37,275 

合計 36,315 960 － 37,275 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年11月30日現在） 

 （千円）

現金及び預金勘定 784,459

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,000

現金及び現金同等物 684,459
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① リース取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

 前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で時価のあるものはありません。 

（当中間会計期間末）（平成18年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 投資事業組合出資金 51,292千円 

③ デリバティブ取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

④ ストックオプション等 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

⑤ 持分法損益等 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

該当事項はありません。 

⑥ 企業結合等関係 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 180,218 223,926 43,708 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 200,000 198,060 △1,940 

(3）その他 71,707 69,461 △2,246 

合計 451,925 491,448 39,522 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 51,292 
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（１株当たり情報） 

 前中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 912円67銭

１株当たり中間純利益金額 37円12銭

 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、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 874円47銭

１株当たり当期純利益金額 113円44銭

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 219,239 669,986 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 219,239 669,986 

期中平均株式数（株） 5,905,710 5,906,235 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

  旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権   

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,666

個、普通株式が293,260株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株） 

 旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権   

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,701

個、普通株式が297,110株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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