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    平成１９年２月８日 

    各 位    

会 社 名    株 式 会 社  明  光  商  会 

代表者名   代表取締役社長  藤 島  暢 夫 

（ＪＡＳＤＡＱ   コード番号  ９８５８） 

問合せ先  常務取締役管理本部長 横尾 公夫 

ＴＥＬ（０３）３２６２－１６１１ 

 

（修正）「平成１９年５月期 中間決算短信（非連結）」の一部修正について 

 

平成19年1月10日付で発表いたしました「平成19年５月期 中間決算短信（非連結）」について、一部

修正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．修正理由 

平成19年1月23日に「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」で開示しました

とおり、株式会社アイ・エックス・アイ社の大阪地方裁判所による民事再生手続開始の決定を受け、

当該事項に与える影響額を中間期にさかのぼって反映させるものであります。 

 

２．修正に至った取引の経緯 

   当社は、今期よりオーナー経営から脱却を図るとともに、シュレッダーに次ぐ商品を育てることに
着手しました。新規事業部を新設し、この一年を通して商材を探しあて、来期より本格販売に繋げる
計画で積極的に活動してまいりました。そのような中で、昨年 10月にアイ・エックス・アイ社の開
発商品であるパソコンのデーターを復元できないソフト（仮称：データーシュレッダー）があること
に注目し、従来のシュレッダーによる紙ベースの情報セキュリティーとネットセキュリティー商品を
合わせることで、販売の裾野を拡大させる計画を立て進めてまいりました。そのテスト販売を今春よ

り行う予定でありました。 
 今回発生しました取引は、前述した新事業の目的を達成する途中に、アイ・エックス・アイ社にお
いて、設備機器を導入する話が浮上し、当社がその設備機器を販売することが、今後の提携強化の一
環と成りえると判断し、当社取引規定に添い商取引に必要とされる与信調査も慎重に行い実行に移し
ました。アイ・エックス・アイ社とは新規取引であり、過去には一切ございません。 
尚、今回の取引はソフトウェア関連の委託販売で手数料収入のみを得る目的とする性格であるため、

当社の得られる収入部分に相当する金額のみを売上計上しており、債権全額ではありません。 
但し、本件の発生を受けて、企業会計基準に従い債権全額を貸倒引当金繰入額といたしましたが、今
後、回収された場合は特別利益として計上する予定です。 

 
３．修正の経緯 
 当該取引の債権債務は、中間期末時点で売掛金 148百万円、買掛金 137百万円であり、差額の11

百万円を売上高として計上いたしました。当該債権は、検収基準で計上した中間期末残高148百万円
でありましたが、当該債務の契約締結の時期が中間期末以前であったため、中間期以降計上する予定
でした710百万円と合わせた859百万円を貸倒引当金繰入額として計上いたしました。 
 したがいまして、税引前中間純利益は、当初発表いたしました金額より859百万円少なく計上され
ており、その結果、税引前中間純損失となりました。 
また、これらの処理により、当中間期末時に計上した当該売掛金148百万円は、固定債務への振替

のため、固定資産の投資その他の資産項目中の「その他」に含めて表示しております。 
 
４．当該取引に対する今後の対応 

当社は、この取引に係わる債権、債務の全面解決に向け、弁護士を交えて対応について協議中であ
り、状況に応じて訴訟の提起を行う所存であります。 
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５．修正箇所 

（なお、修正箇所につきましては下線を付しております。） 

 

「平成19年５月期 中間決算短信（非連結）」 

 

（1ページ） 

1.平成18年11月中間期の業績（平成18年5月21日～平成18年11月20日） 
（１）経営成績 
 
【修正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成18年11月中間期 ７,３８０ (△22.5) ６７５ （△44.3） ７１２ （△42.6） 

平成17年11月中間期 ９,２８０ (53.9) １,２１２ (254.6) １,２４２ (241.3) 

18年5月期 １８，１０２ (19.5) ２,１１４ (62.0) ２,１６７ (62.0) 

 

 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 
平成18年11月中間期 ３８０ (35.4) ２５ ５４ ２５ ４０ 
平成17年11月中間期 ２８０ (―) １８ ８５ １８ ６７ 

18年5月期 ９３５ (187.8) ６２ ８１ ６１ ５０ 

 
【修正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
平成18年11月中間期 ７,３８０ (△22.5) ６６６ （△45.0） ７０３ （△43.4） 

平成17年11月中間期 ９,２８０ (53.9) １,２１２ (254.6) １,２４２ (241.3) 

18年5月期 １８，１０２ (19.5) ２,１１４ (62.0) ２,１６７ (62.0) 

 

 中間(当期)純利益又
は中間純損失 

1株当たり中間（当期）

純利益又は中間純損失 

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 
平成18年11月中間期 △１３５ (―) △９ ０７ － － 
平成17年11月中間期 ２８０ (―) １８ ８５ １８ ６７ 

18年5月期 ９３５ (187.8) ６２ ８１ ６１ ５０ 

 
（２）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 
平成18年11月中間期 ２０，６６２ １６，５７０ ８０．２ １，１１３ ３０ 
平成17年11月中間期 ２４，０２５ １６，１９８ ６７．４ １，０８７ ９８ 

18年5月期 ２２，７２８ １６，５１２ ７２．７ １，１０９ ３６ 

【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 
平成18年11月中間期 ２０，８６３ １６，０５５ ７７．０ １，０７８ ６９ 
平成17年11月中間期 ２４，０２５ １６，１９８ ６７．４ １，０８７ ９８ 

18年5月期 ２２，７２８ １６，５１２ ７２．７ １，１０９ ３６ 
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 (7ページ) 

（1)当期の概況 
２行目 
 【修正前】 
以上の結果、経常利益は、7億1千2百万円と前年同期比42.6％の減益となりました。 
中間純利益は昨年のような固定資産の減損損失はなくなり、3億8千万円と前年同期比35.4％の増収とな
りました。 
【修正後】 
以上の結果、経常利益は、7億3百万円と前年同期比43.4％の減益となりました。 
中間純損失は昨年のような固定資産の減損損失はなくなりましたが、貸倒引当金繰入額の計上をいたしま
したので、１億３千５百万となりました。 
 
（9ページ） 

４．財務諸表 

(1)中間貸借対照表 

【修正前】   【修正後】 

  
 

 

当中間会計期間末 

（平成18年11月20日） 

 

対前中間期比 

 

 

当中間会計期間末 

（平成18年11月20日） 

 

対前中間期比 

区分 
注記

番号 
 金額（千円） 

構成比 

（％） 
増減（千円）  増減（千円） 

構成比 

（％） 
増減（千円） 

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１ 現金及び預金   1,467,715     1,467,715    

２ 受取手形 ※2  599,638     599,638    

３ 売掛金   4,324,587     4,175,907    

４ たな卸資産   1,855,287     1,855,287    

５ 繰延税金資産   108,171     107,877    

６ その他   311,354     311,354    

７ 貸倒引当金   △2,462     △2,462    

流動資産合計    8,664,293 41.9 △3,286,208   8,515,319 40.8 △3,435,181 

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産 ※1           

(1）建物   1,616,548     1,616,548    

(2）土地   7,153,340     7,153,340    

(3）その他   143,000     143,000    

有形固定資産合計    8,912,889 43.1 △182,015   8,912,889 42.7 △182,015 

２ 無形固定資産    10,626 0.1 -   10,626 0.1 - 

３ 投資その他の資産            

(1）投資有価証券   2,331,174     2,331,174    

(2）繰延税金資産   59,730     409,504    

(3）その他   701,627     1,561,232    

(4) 貸倒引当金   △17,582     △877,187    

投資その他の資産合計    3,074,950 14.9 105,559   3,424,723 16.4 455,333 

固定資産合計    11,998,466 58.1 △76,455   12,348,239 59.2 273,317 

資産合計    20,662,759 100.0 △3,362,663   20,863,558 100.0 △3,161,864 
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（10ページ） 

【修正前】   【修正後】 

  
 
 

当中間会計期間末 
（平成18年11月20日） 

 
対前中間期比 

 

 

当中間会計期間末 
（平成18年11月20日） 

 

対前中間期比 

区分 
注記
番号 

 金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減（千円） 
 

 
金額（千円） 

構成比 
（％） 

増減（千円） 

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１ 支払手形 ※2  2,270,941     2,270,941    

２ 買掛金   968,787     968,787    

３ 未払法人税等   169,049     165,084    

４ 賞与引当金   99,980     99,980    

５ 役員賞与引当金   －     －    

６ その他 ※3  378,475     1,098,355    

流動負債合計    3,887,234 18.8 △3,548,183   4,603,149 22.0 △2,832,267 

Ⅱ 固定負債            

１ 役員退職慰労引当金   27,250     27,250    

２ その他   177,591     177,591    

固定負債合計    204,841 1.0 △187,161   204,841 1.0 △187,161 

負債合計    4,092,075 19.8 △3,735,344   4,807,990 23.0 △3,019,428 

            

            

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１ 資本金    2,578,523 12.5 2,578,523   2,578,523 12.4 2,578,523 

２ 資本剰余金            

(1)資本準備金   2,812,559     2,812,559    

(2)その他資本剰余金            

  自己株式処分差益   398     398    

資本剰余金合計    2,812,958 13.6 2,812,958   2,812,958 13.5 2,812,958 

３ 利益剰余金            

(1)利益準備金   644,630     644,630    

(2)その他利益剰余金            

  別途積立金   10,416,000     10,416,000    

繰越利益剰余金   935,456     420,340    

利益剰余金合計    11,996,087 58.1 11,996,087   11,480,971 55.0 11,480,971 

 ４ 自己株式    △1,193,251 △5.8 △1,193,251   △1,193,251 △5.7 △1,193,251 

   株主資本合計    16,194,317 78.4 16,194,317   15,679,202 75.2 15,679,202 

 Ⅱ 評価・換算差額等            

   その他有価証券評価差額金    376,365 1.8 376,365   376,365 1.8 376,365 

評価・換算差額等合計    376,365 1.8 376,365   376,365 1.8 376,365 

純資産合計    16,570,683 80.2 16,570,683   16,055,567 77.0 16,055,567 

負債純資産合計    20,662,759 100.0 20,662,759   20,863,558 100.0 20,863,558 
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(11ページ) 

（2）中間損益計算書 

【修正前】   【修正後】 

  
 
 
 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日） 

 
対前中間期比 

 

 
 
 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日） 

対前中間期比 

区分 
注記 
番号 

 金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減（千円）  金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減（千円） 

Ⅰ 売上高    7,388,634 100.0 △2,142,958   7,388,634 100.0 △2,142,958 

Ⅱ 売上原価    4,517,078 61.1 △1,364,632   4,526,033 61.3 △1,355,677 

売上総利益    2,871,555 38.9 △778,326   2,862,600 38.7 △787,281 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,195,673 29.7 △241,652   2,195,628 29.7 △241,697 

営業利益    675,882 9.2 △536,673   666,972 9.0 △545,583 

Ⅳ 営業外収益 ※１   40,556 0.5 6,303   40,556 0.6 6,303 

Ⅴ 営業外費用 ※２   3,595 0.1 △481   3,595 0.1 △481 

経常利益    712,844 9.6 △529,889   703,934 9.5 △538,798 

Ⅵ 特別利益 ※３   4,805 0.1 △399   4,805 0.1 △399 

Ⅶ 特別損失 ※4.6   52,886 0.7 △679,719   912,492 12.4 179,886 

税引前中間(当期)純利
益(又は税引前中間純
損失) 

   664,762 9.0 149,431   △203,752 △2.8 △719,083 

法人税、住民税及び事
業税 

  130,389     126,469    

法人税等調整額   154,261 284,650 3.9 49,975  △195,218 △68,748 △1.0 △303,423 

中間(当期)純利益又は
中間純損失 

   380,111 5.1 99,455   △135,003 △1.8 △415,660 

前期繰越利益    -  △156,152   -  △156,152 

中間配当額    -  -   -  - 

中間(当期)未処分利益    -  △436,809   -  △436,809 
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(12ページ) 

（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年5月21日 至 平成18年11月20日） 

【修正前】 

（単位：千円） 
株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
 

資本金 資本準備金その他資本
剰余金 

 

資本剰余金

合計 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

 
利益剰余金 
合計 

 
自己株式 

 
株主資本 
合計 

 
その他有価

証券評価差

額金 

 
評価・換算差

額等合計 

 
 

純資産合計 

平成 18年 5月 20

日残高（千円） 

2,578,523 2,812,559 382  2,812,942 644,630 10,416,000 823,269 11,883,900 △1,192,750 16,082,615 429,812 429,812 16,512,427 

中間会計期間中

の変動額 

             

剰余金の配当

（注） 
      △267,924 △267,924  △267,924   △267,924 

中間純利益       380,111 380,111      380,111   380,111 

自己株式の取得         △571 △571   △571 

自己株式の処分   16 16     69 85   85 
株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(鈍額) 

          △53,446 △53,446 △53,446 

中間会計期間中の

変動額合計(千円) 

  16 16   112,187 112,187 △501 111,701 △53,446 △53,446 58,255 

平成18年11月20

日残高(千円) 

2,578,523 2,812,559 398 2,812,958 644,630 10,416,000 935,456 11,996,087 △1,193,251 16,194,317 376,365 376,365 16,570,683 

 

【修正後】 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
 

資本金 資本準備金 その他資本
剰余金 

 

資本剰余金

合計 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

 
利益剰余金 
合計 

 
自己株式 

 
株主資本 
合計 

 
その他有価

証券評価差

額金 

 
評価・換算差

額等合計 

 
 

純資産合計 

平成 18年 5月 20

日残高（千円） 

2,578,523 2,812,559 382  2,812,942 644,630 10,416,000 823,269 11,883,900 △1,192,750 16,082,615 429,812 429,812 16,512,427 

中間会計期間中

の変動額 

             

剰余金の配当

（注） 
      △267,924 △267,924  △267,924   △267,924 

中間純損失       △135,003 △135,003  △135,003   △135,003 

自己株式の取得         △571 △571   △571 

自己株式の処分   16 16     69 85   85 
株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(鈍額) 

          △53,446 △53,446 △53,446 

中間会計期間中の

変動額合計(千円) 

  16 16   △402,928 △402,928 △501 △403,413 △53,446 △53,446 △456,860 

平成18年11月20

日残高(千円) 

2,578,523 2,812,559 398 2,812,958 644,630 10,416,000 420,340 11,480,971 △1,193,251 15,679,202 376,365 376,365 16,055,567 
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(13ページ) 

(４)中間キャッシュ・フロー計算書 

【修正前】  【修正後】 

  

当中間会計期間末 
 

（自 平成18年５月21日 

 至 平成18年11月20日） 

対前中間期比 

 
当中間会計期間末 

 
（自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日） 

 

対前中間期比 

区分 
注記
番号 

 金額（千円） 増減(千円)  金額（千円） 増減(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

１．税引前中間(当期)純利益（又

は税引前中間純損失） 
  664,762 149,431  △203,752 △719,083 

２．減価償却費   49,834 △4,469  49,834 △4,469 

３．賞与引当金減少額   △39,959 △30,287  △39,959 △30,287 

４．役員賞与引当金増加額   - -  - - 

５．貸倒引当金増加額(△減少額）   △805 542  858,800 860,147 

６．役員退職慰労引当金の増加額   - △96,410  - △96,410 

７．受取利息及び受取配当金   △13,661 △3,314  △13,661 △3,314 

８．支払利息   2,550 △634  2,550 △634 

９．固定資産除却損   - △711  - △711 

10．減損損失   - △651,259  - △651,259 

11．役員退職慰労金   51,650 51,650  51,650 51,650 

12．役員賞与支払額   △24,800 35,200  △24,800 35,200 

13．売上債権減少額   844,579 404,534  993,259 553,213 

14．たな卸資産減少額（△増加額）   △154,821 819,890  △154,821 819,890 

15．仕入債務増加額 (△減少額)   △1,388,213 △2,429,052  △1,388,213 △2,429,052 

16．未払消費税増加額(△減少額)   △55,549 △17,091  △55,549 △17,091 

17．その他   △100,547 △160,080  △240,317 △299,850 

小計   △164,980 △1,932,061  △164,980 △1,932,061 

 

（17ページ） 

（中間損益計算書関係） 

【修正前】 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

※ 4 特別損失の重要項目 

減損損失       651,259千円 

過年度役員退職慰労 

引当金繰入額      80,635千円 

※ 4 特別損失の重要項目 

役員退職慰労金      51,650千円 
※ 4 特別損失の重要項目 

減損損失       651,259千円 

 

【修正後】 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

※ 4 特別損失の重要項目 

減損損失       651,259千円 

過年度役員退職慰労 

引当金繰入額      80,635千円 

※ 4 特別損失の重要項目 

役員退職慰労金      51,650千円 

貸倒引当金繰入額    859,605千円 

※ 4 特別損失の重要項目 

減損損失       651,259千円 
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(24ページ) 

（１株当たり情報） 
【修正前】 

前中間会計期間 
（自 平成17年5月21日 

    至 平成17年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年5月21日 

    至 平成18年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年5月21日 

    至 平成18年5月20日） 
1株当たり純資産額 1,087.98円 
1株当たり中間純利益 18.85円 
潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額 18.67円  

1株当たり純資産額 1,113.30円 
1株当たり中間純利益 25.54円 
潜在株式調整後 1 株当たり
当期純利益金額 25.40円  

1株当たり純資産額 1,109.36円 
1株当たり当期純利益 62.81円 
潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額 61.50円  

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定基礎は、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21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年5月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年5月21日 

 至 平成18年5月20日） 
1株当り中間（当期）純利益金額    
中間（当期）純利益（千円） 280,656 380,111 925,103 
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） 280,656 380,111 925,103 

【修正後】 
前中間会計期間 

（自 平成17年5月21日 
    至 平成17年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年5月21日 

    至 平成18年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年5月21日 

    至 平成18年5月20日） 
1株当たり純資産額 1,087.98円 

1株当たり中間純利益 18.85円 
潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額 18.67円  

1株当たり純資産額 1,078.69円 

1株当たり中間純損失 9.07円 
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益額
につきましては、1株当たり中間純損失のため記
載しておりません。 

1株当たり純資産額 1,109.36円 

1株当たり当期純利益 62.81円 
潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額 61.50円  

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額及び中間純損失金額の算定の基礎は、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21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年5月21日 
至 平成18年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年5月21日 

 至 平成18年5月20日） 
1株当り中間（当期）純利益金額    
中間（当期）純利益（又は中間純損失）（千円） 280,656 △135,003 935,103 

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） 280,656 △135,003 935,103 

 

（重要な後発事象） 
【修正前】 
該当事項はありません。 
【修正後】 
（債権の取立不能又は取立遅延のおそれについて） 
当社取引先である株式会社アイ・エックス・アイが、平成19年1月21日付けで民事再生手続開始の申立てを行ったことに伴
い、下記の通り同社に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。 
1．債務者の概要 

(1) 商   号 株式会社アイ・エックス・アイ 
(2) 本店所在地 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 
(3) 代 表 者 舩越尚士 
(4) 資本金の額 4,260百万円 
(5) 主な事業内容 各種通信情報システムの導入に関するコンサルタント業務 他 

2．債務者に生じた事実 
 平成19年1月21日 民事再生手続開始の申立 

3．債務者に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合 
 債権の種類  売掛債権 
 金   額   874百万円 
純資産に対する割合  本事業年度の中間期末日（平成18年11月20日）の純資産（16,055百万円）に対する割合 

5.45％ 

以上 


