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問合せ先責任者   役職名 取締役経理部長 氏名　小田嶋 稔 ＴＥＬ　(03）3865－0175

決算取締役会開催日 平成19年1月26日 配当支払開始日 平成 19年2月19日

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）   

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）

(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 3,771 (5.2) 363 (22.2) 408 (17.8)

17年11月中間期 3,586 (5.0) 297 (59.8) 346 (86.1)

18年5月期 7,199 632 693

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 230 (16.3) 30 87

17年11月中間期 198 (102.5) 26 53

18年5月期 360 48 28

（注）１.期中平均株式数 18年11月中間期 7,474,703株 17年11月中間期 7,476,936株 18年5月期 7,476,503株

２.会計処理の方法の変更 無

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

(2）財政状態                                        （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 9,378 6,962 74.2 931 48

17年11月中間期 9,204 6,739 73.2 901 41

18年5月期 9,358 6,890 73.6 921 82

（注）１.期末発行済株式数 18年11月中間期 7,474,353株 17年11月中間期 7,476,853株 18年5月期 7,475,053株

２.期末自己株式数 18年11月中間期     5,647株 17年11月中間期 3,147株 18年5月期 4,947株

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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 7,600 730 410

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　54円85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5月期 － 20.00 20.00

19年5月期（実績） 10.00 －
20.00

19年5月期（予想） － 10.00

※　上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として

作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

－ 33 －



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11月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日現在）

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 1,624,466 1,476,818 1,928,515

２．受取手形 2,874 10,305 44,396

３．売掛金 2,463,121 2,644,036 2,345,577

４．たな卸資産 440,621 440,415 451,184

５．繰延税金資産 97,589 95,035 106,481

６．その他 92,748 81,206 92,169

流動資産合計 4,721,422 51.3 4,747,819 50.6 4,968,324 53.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 724,272 610,364 626,556

(2）機械装置 224,796 253,558 231,028

(3）土地 1,928,946 1,928,946 1,928,946

(4）その他 181,514 177,779 180,354

有形固定資産合計 3,059,530 33.2 2,970,648 31.7 2,966,886 31.7

２．無形固定資産 27,972 0.3 27,533 0.3 30,779 0.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 700,088 667,945 683,188

(2）繰延税金資産 324,048 313,054 335,733

(3）差入保証金 102,771 100,033 102,753

(4）その他 268,738 551,124 271,070

投資その他の資産
合計

1,395,647 15.2 1,632,157 17.4 1,392,746 14.9

固定資産合計 4,483,150 48.7 4,630,339 49.4 4,390,412 46.9

資産合計 9,204,573 100.0 9,378,159 100.0 9,358,736 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日現在）

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 145,260 144,987 140,527

２．買掛金 861,623 911,110 767,894

３．未払法人税等 199,835 140,601 211,494

４．賞与引当金 172,000 182,000 188,000

５．設備関係支払手形 15,127 45,305 18,896

６．その他 ※２ 175,789 169,832 243,209

流動負債合計 1,569,635 17.1 1,593,838 17.0 1,570,023 16.8

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 741,657 691,231 731,895

２．役員退職慰労引当
金

153,570 130,860 166,190

固定負債合計 895,227 9.7 822,091 8.8 898,085 9.6

負債合計 2,464,863 26.8 2,415,929 25.8 2,468,108 26.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 933,600 10.1 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 656,765 － －

資本剰余金合計 656,765 7.1 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 227,800 － －

２．任意積立金 4,334,804 － －

３．中間未処分利益 507,234 － －

利益剰余金合計 5,069,839 55.1 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

81,380 0.9 － － － －

Ⅴ　自己株式 △1,874 △0.0 － － － －

資本合計 6,739,710 73.2 － － － －

負債及び資本合計 9,204,573 100.0 － － － －
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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   － －  933,600 10.0  933,600 10.0

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   656,765   656,765   

資本剰余金合計   － －  656,765 7.0  656,765 7.0

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   227,800   227,800   

(2）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  －   2,047   2,047   

別途積立金  －   4,530,000   4,330,000   

繰越利益剰余金  －   553,852   672,599   

利益剰余金合計   － －  5,313,699 56.6  5,232,446 55.9

４．自己株式   － －  △4,058 △0.0  △3,490 △0.0

株主資本合計   － －  6,900,006 73.6  6,819,320 72.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  62,222   71,307  

評価・換算差額等合
計

  － －  62,222 0.6  71,307 0.7

純資産合計   － －  6,962,229 74.2  6,890,628 73.6

負債純資産合計   － －  9,378,159 100.0  9,358,736 100.0
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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 3,586,298 100.0 3,771,877 100.0 7,199,122 100.0

Ⅱ　売上原価 2,206,147 61.5 2,327,103 61.7 4,421,218 61.4

売上総利益 1,380,151 38.5 1,444,773 38.3 2,777,904 38.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,082,461 30.2 1,080,956 28.7 2,145,184 29.8

営業利益 297,689 8.3 363,817 9.6 632,719 8.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,029 3,431 2,734

２．受取配当金 1,170 1,308 2,455

３．為替差益 27,568 11,445 9,662

４．賃貸料 － 7,717 12,435

５．販売支援料 － 6,995 13,843

６．その他 18,801 48,569 1.3 13,303 44,202 1.2 19,792 60,923 0.8

経常利益 346,259 9.6 408,019 10.8 693,643 9.6

Ⅴ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 313 313 0.0 299 299 0.0 313 313 0.0

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 616 616 0.0 7,559 7,559 0.2 115,116 115,116 1.6

税引前中間（当
期）純利益

345,956 9.6 400,759 10.6 578,840 8.0

法人税、住民税及
び事業税

※４ 189,037 129,721 273,063

法人税等調整額 ※４ △41,414 147,622 4.1 40,284 170,005 4.5 △55,164 217,899 3.0

中間（当期）純利
益

198,334 5.5 230,753 6.1 360,941 5.0

前期繰越利益 308,900 － －

中間未処分利益 507,234 － －
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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）

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

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
（千円）

933,600 656,765 227,800 2,047 4,330,000 672,599 5,232,446 △3,490 6,819,320

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △149,501 △149,501  △149,501

別途積立金の積立     200,000 △200,000 －  －

中間純利益      230,753 230,753  230,753

自己株式の取得        △567 △567

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）

－ － － － 200,000 △118,747 81,252 △567 80,685

平成18年11月30日　残高
（千円）

933,600 656,765 227,800 2,047 4,530,000 553,852 5,313,699 △4,058 6,900,006

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年５月31日　残高
（千円）

71,307 6,890,628

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △149,501

別途積立金の積立  －

中間純利益  230,753

自己株式の取得  △567

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△9,085 △9,085

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△9,085 71,600

平成18年11月30日　残高
（千円）

62,222 6,962,229
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５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
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
（千円）

933,600 656,765 227,800 7,561 4,330,000 511,069 5,076,431 △1,713 6,665,083

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △186,926 △186,926  △186,926

取締役賞与金      △18,000 △18,000  △18,000

特別償却準備金取崩額    △5,514  5,514 －  －

当期純利益      360,941 360,941  360,941

自己株式の取得        △1,777 △1,777

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
（千円）

－ － － △5,514 － 161,529 156,015 △1,777 154,237

平成18年５月31日　残高
（千円）

933,600 656,765 227,800 2,047 4,330,000 672,599 5,232,446 △3,490 6,819,320

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成17年５月31日　残高
（千円）

34,338 6,699,422

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △186,926

取締役賞与金  △18,000

特別償却準備金取崩額  －

当期純利益  360,941

自己株式の取得  △1,777

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

36,969 36,969

事業年度中の変動額合計
（千円）

36,969 191,206

平成18年５月31日　残高
（千円）

71,307 6,890,628

（注）剰余金の配当△186,926千円、取締役賞与金△18,000千円、特別償却準備金取崩額のうち△2,757千円は前期の定

時株主総会における利益処分による減少であります。 
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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

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）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…総平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算末日の市場価格等

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、売却原価は総平均法

により算定しておりま

す。）

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算末日の市場価格等

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、売却原価は総平均

法により算定しておりま

す。）

その他有価証券

時価のあるもの

…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、

売却原価は総平均法により

算定しております。）

時価のないもの

…総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

月別総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　６年～38年

機械装置　　７年～13年

建物　　　　15年～38年

機械装置　　７年～13年

建物　　　　６年～38年

機械装置　　７年～13年

(2）無形固定資産

…定額法

なお、ソフトウェア（自社利

用分）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

(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

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

倒実績率により計上しておりま

す。

なお、当中間会計期間について

は貸倒実績率がないため、

貸倒引当金を計上しておりませ

ん。

(1）貸倒引当金

同左

(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

倒実績率により算定しておりま

す。

なお、当期については貸倒実績

率がないため、貸倒引当金を計

上しておりません。

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期間の

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

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担額を計

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）

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

(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、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

(4）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、内規に基づく中間会計

期間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給に備え

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

ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約が付されている外貨建金銭

債権債務について、振当処理を

行っております。

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

(1）ヘッジ手段

為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

(2）ヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

将来の為替変動による市場変動

リスクをヘッジするため、外貨

建の売上・仕入取引に係わる外

貨建債権債務について外貨建ポ

ジションの範囲内で個別先物為

替予約を行なっております。

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

「金融商品会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会）の

規定に基づき、有効性の評価を

行っております。

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

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の方法

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の方法

同左

消費税等の会計処理の方法

同左
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会計処理の変更

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） 　　　　　――――──── （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））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。

　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。

（役員賞与に関する会計基準） 　　　　　――――──── （役員賞与に関する会計基準）

  当中間会計期間から「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）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。

  当事業年度より、「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）を適用しております。これにより、従

来の方法によった場合に比べ営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益はそれぞれ21,200

千円減少しております。

　　　　　――――──── 　　　　　――――────
（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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金

額は純資産合計と同額であります。

　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。
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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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前事業年度末
（平成18年５月31日現在）

※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

2,521,896千円 2,499,118千円 2,524,680千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．　　　──────

 「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。 

同左

（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．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

車両運搬具 313千円 車両運搬具 147千円

工具器具備品 151

　計 299

車両運搬具 313千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 146千円

機械装置 110

工具器具備品 283

撤去費用 50

その他 26

　計 616

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 33千円

機械装置 4,583

工具器具備品他 2,693

撤去費用 249

　計 7,559

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 67,639千円

機械装置 2,340

工具器具備品他 1,949

撤去費用 43,186

　計 115,116

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 80,479千円

無形固定資産 3,186 

有形固定資産 67,725千円

無形固定資産 3,776 

有形固定資産 160,580千円

無形固定資産 6,490 

※４．税効果会計 ※４．税効果会計  ※４．　　　　──────

　　　当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定し

ている利益処分による特別償却準備金

の取崩しを前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

　　　当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定し

ている特別償却準備金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年6月1日　至　平成18年11月30日）

 　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
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 4,947 700 － 5,647

　（変動事由の概況）　

　　　増加は単元未満株式の買取によるものです。　

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

 株式の種類
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）

　普通株式 2,947 2,000 － 4,947

　（変動事由の概況）

　　　増加は単元未満株式の買取によるものです。

①　リース取引

　当社は、ＥＤＩＮＥＴにより半期報告書が開示されるため、記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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