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１．19年６月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切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12月中間期 4,102 (△10.0) 285 (10.5) 238 (△18.2)

17年12月中間期 4,557 (7.5) 258 (68.1) 291 (204.5)

18年６月期 9,025 749 687

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12月中間期 69 (△58.2) 1,178 63

17年12月中間期 165 (245.7) 3,032 38

18年６月期 29 515 94

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 59,266株 17年12月中間期 54,454株 18年６月期 56,927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12月中間期 12,252 6,243 50.9 106,772 13

17年12月中間期 13,037 6,838 52.5 115,082 73

18年６月期 12,459 6,342 50.9 106,463 70

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 58,479株 17年12月中間期 59,421株 18年６月期 59,571株

②期末自己株式数 18年12月中間期 1,119株 17年12月中間期 2株 18年６月期 2株

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 10,500 800 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 5,934円　49銭

３．配当状況

　　該当事項はありません。

 

※　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想値と異なる場合があります。
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５．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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年６月30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 ※２ 3,598,683   1,594,557   3,554,353   

２　売掛金  1,830,640   1,656,166   1,425,259   

３　たな卸資産  18,343   －   －   

４　前渡金  751,530   250,285   109,507   

５　短期貸付金  1,776,133   1,105,046   87,694   

６　その他  192,535   483,629   565,518   

貸倒引当金  △5,589   △4,318   △4,424   

流動資産合計   8,162,277 62.6  5,085,367 41.5  5,737,910 46.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 254,959   211,469   166,259   

２　無形固定資産  335,624   155,483   146,981   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,215,660   307,245   623,332   

(2）関係会社株式  1,358,396   4,617,793   3,142,693   

(3）その他関係会社
有価証券

 700,000   700,000   700,000   

(4）長期貸付金  512,054   333,915   1,164,803   

(5）その他  540,575   870,351   819,025   

貸倒引当金  △41,639   △29,332   △41,814   

投資その他の資産
合計

 4,285,048   6,799,972   6,408,040   

固定資産合計   4,875,632 37.4  7,166,925 58.5  6,721,282 54.0

資産合計   13,037,910 100.0  12,252,292 100.0  12,459,192 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年６月30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　買掛金  894,067   628,599   784,812   

２　短期借入金 ※２ 3,530,000   4,800,000   4,800,000   

３　一年以内償還予定
の社債

※２ 100,000   －   －   

４　未払金  73,239   －   －   

５　賞与引当金  3,397   －   －   

６　その他 ※５ 189,298   323,701   279,099   

流動負債合計   4,790,003 36.7  5,752,301 47.0  5,863,911 47.1

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  1,000,000   －   －   

２　繰延税金負債  198,296   －   －   

３　その他  211,279   256,588   253,132   

固定負債合計   1,409,575 10.8  256,588 2.1  253,132 2.0

負債合計   6,199,579 47.5  6,008,889 49.1  6,117,043 49.1

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,736,106 21.0  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,919,306   －   －   

資本剰余金合計   2,919,306 22.4  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  3,500   －   －   

２　任意積立金  1,536   －   －   

３　中間（当期）未処
分利益

 860,979   －   －   

利益剰余金合計   866,015 6.6  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  317,644 2.5  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △742 △0.0  － －  － －

資本合計   6,838,330 52.5  － －  － －

負債及び資本合計   13,037,910 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年６月30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   －   2,746,825   2,745,294  

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   2,930,025   2,928,494   

資本剰余金合計   －   2,930,025   2,928,494  

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   3,500   3,500   

(2）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  －   970   1,536   

繰延利益剰余金  －   795,642   725,222   

利益剰余金合計   －   800,112   730,259  

４　自己株式   －   △200,616   △742  

株主資本合計   － －  6,276,346 51.2  6,403,304 51.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  △35,342   △61,155  

評価・換算差額等合
計

  － －  △35,342 △0.3  △61,155 △0.5

Ⅲ　新株予約権   － －  2,400 0.0  － －

純資産合計   － －  6,243,403 50.9  6,342,148 50.9

負債純資産合計   － －  12,252,292 100.0  12,459,192 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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   4,557,469 100.0  4,102,444 100.0  9,025,815 100.0

Ⅱ　売上原価   3,681,276 80.8  3,135,153 76.4  7,080,336 78.4

売上総利益   876,192 19.2  967,290 23.6  1,945,479 21.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  618,037 13.5  682,013 16.6  1,195,914 13.3

営業利益   258,155 5.7  285,277 7.0  749,565 8.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  75,384 1.6  20,477 0.5  102,775 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  42,406 0.9  66,813 1.6  165,177 1.8

経常利益   291,132 6.4  238,941 5.9  687,163 7.6

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

 －   4,832   231,557   

２　関係会社株式売却
益

 －   － 4,832 0.1 13,000 244,557 2.7

Ⅶ　特別損失           

１　投資有価証券売却
損

 －   153   7,885   

２　投資有価証券評価
損

 －   108,420   －   

３　固定資産除却損 ※３ －   －   308,440   

４　支払補償料  7,000   －   7,000   

５　解約手数料  －   －   9,000   

６　構造改善費用 ※４ － 7,000 0.2 － 108,573 2.7 528,950 861,276 9.5

税引前中間（当
期）純利益

  284,132 6.2  135,200 3.3  70,444 0.8

法人税、住民税及
び事業税

※６ 116,708   102,141   254,028   

法人税等調整額 ※６ 2,297 119,005 2.6 △36,793 65,347 1.6 △212,954 41,074 0.5

中間（当期）純利
益

  165,127 3.6  69,853 1.7  29,370 0.3

前期繰越利益   695,852   －   －  

中間（当期）未処
分利益

  860,979   －   －  
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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７月１日　至　平成18年12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

繰越利益剰
余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

2,745,294 2,928,494 3,500 1,536 725,222 730,259 △742 6,403,304

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 1,531 1,531 － － － － － 3,062

中間純利益 － － － － 69,853 69,853 － 69,853

特別償却準備金の中間会計期
間中の取崩額

－ － － △566 566 － － －

自己株式の取得 － － － － － － △199,874 △199,874

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）

1,531 1,531 － △566 70,419 69,853 △199,874 △126,958

平成18年12月31日　残高
（千円）

2,746,825 2,930,025 3,500 970 795,642 800,112 △200,616 6,276,346

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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６月30日　残高
（千円）

△61,155 △61,155 － 6,342,148

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 － － － 3,062

中間純利益 － － － 69,853

特別償却準備金の中間会計期
間中の取崩額

－ － － －

自己株式の取得 － － － △199,874

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

25,812 25,812 2,400 28,212

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

25,812 25,812 2,400 △98,745

平成18年12月31日　残高
（千円）

△35,342 △35,342 2,400 6,243,403
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

繰越利益剰
余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

1,733,044 1,916,244 3,500 2,102 695,285 700,888 － 4,350,176

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,012,250 1,012,250 － － － － － 2,024,500

当期純利益 － － － － 29,370 29,370 － 29,370

 特別償却準備金の当事業年
度中の取崩額

－ － － △566 566 － － －

 自己株式の取得 － － － － － － △742 △742

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）

1,012,250 1,012,250 － △566 29,936 29,370 △742 2,053,127

平成18年６月30日　残高
（千円）

2,745,294 2,928,494 3,500 1,536 725,222 730,259 △742 6,403,304

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

126,331 126,331 4,476,508

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 2,024,500

当期純利益 － － 29,370

特別償却準備金の当事業年度
中の取崩額

－ － －

自己株式の取得 － － △742

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△187,486 △187,486 △187,486

事業年度中の変動額合計
（千円）

△187,486 △187,486 1,865,640

平成18年６月30日　残高
（千円）

△61,155 △61,155 6,342,148
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(イ)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(イ)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(イ)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

中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す。）

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

原価は移動平均法により算定

しております）

時価のないもの

　移動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

(ロ)たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

─────

 

 

─────

２　固定資産の減価償却の方

法

(イ)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

定額法

(イ)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

(イ)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他の有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

その他の有形固定資産

同左

その他の有形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物及び

構築物
８～31年

機械装置

及び運搬具
２～17年

その他 ４～15年

建物 ５～39年

車両及び

運搬具
２～６年

工具器具

及び備品
５～６年

建物 ５～39年

車両及び

運搬具
２～６年

工具器具

及び備品
５～６年

(ロ)無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、中間期末に在籍してい

る従業員に係る支給見込額のうち、

当中間期の負担に属する額を計上

しております。

 

 

(ロ)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、期末に在籍している従

業員に係る支給見込額のうち当期

の負担に属する額を計上しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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　その他（中間）財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項

(イ)消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用しております。

(イ)消費税等の会計処理

同左

(イ)消費税等の会計処理

同左
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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

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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」

（「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当中間会計期間から適用してお

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）

　「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当期から適用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

 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、6,241,003千円であります。

 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

する会計基準等）

　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、6,342,148千円であります。

　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。

────── （役員賞与に関する会計基準）

 当中間会計期間より、「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）

　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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 ──────  （ストック・オプション等に関する

会計基準等）

 　当中間会計期間から「ストック・

オプション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８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年５月31日　企業会計基

準適用指針第11号）を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が2,400千円減少し

ております。

 ──────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

（中間貸借対照表）

１　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「前渡金」（前中間会計期間638

千円）については、総資産の100分の５超となったた

め、当中間会計期間より区分掲記しております。

 （中間貸借対照表）

１　前中間会計期間において区分掲記しておりました「未

払金」（当中間会計期間78,554千円）については、総

資産の100分の５未満となったため、当中間会計期間

より流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

２　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「短期貸付金」（前中間会計期

間236,349千円）については、総資産の100分の５超と

なったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

178,892千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

100,801千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

81,308千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　　　　　──────

 

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

現金及び預金 10,000千円 現金及び預金 10,000千円

(2）担保付債務  (2）担保付債務

一年以内償還予定

社債
100,000千円

短期借入金 500,000千円

 

　３  　　　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３　偶発債務

  当社は下記の会社の記入機関からの借入れ

に対して、次のとおり債務保証を行っており

ます。

 

 ㈱リサイクル・アンド・イコール

2,090,000千円 

 ㈱WLパートナーズ

553,572千円 

 　下記の会社のリース債務に対して次のとお

り債務保証を行っております。

 ㈱WLパートナーズ

1,458,940千円 

 

 ３　偶発債務

 当社は下記の会社の記入機関からの借入れに

対して、次のとおり債務保証を行っておりま

す。

 

 ㈱リサイクル・アンド・イコール

2,200,000千円 

 ㈱WLパートナーズ

550,000千円 

 　下記の会社のリース債務に対して次のとお

り債務保証を行っております。

  ㈱WLパートナーズ

1,150,065千円 

　４　コミットメントライン設定契約

　当社は、運転資金等の効率的な運用調

達を図るため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

　当中間会計期間末の貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

　４　コミットメントライン設定契約

　当社は、運転資金等の効率的な運用調

達を図るため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

　当中間会計期間末の貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

　４　コミットメントライン設定契約

　当社は、運転資金等の効率的な調達を

図るため取引銀行と貸出コミットメント

契約を締結しています。

　当事業年度末の貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

貸出コミットメントラ

インの総額
4,000,000千円

借入実行残高 3,000,000千円

差引 1,000,000千円

貸出コミットメントラ

インの総額
6,000,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引 2,000,000千円

貸出コミットメントラ

インの総額
6,000,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引 2,000,000千円

※５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※５　消費税等の取扱い

　同左

※５　　　　　　─────

 

 

 

－ 13 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 66,614千円

受取配当金 714千円

受取利息 17,671千円

受取配当金 1,519千円

受取利息 92,033千円

受取配当金 　2,133千円 

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 15,347千円

社債利息 456千円

支払手数料 25,361千円

 

支払利息 16,720千円

支払手数料 44,752千円

支払利息 35,771千円

社債利息 668千円

支払手数料 64,664千円

匿名組合分配損 58,643千円

※３　　　　　　───── ※３　　　　　　─────  ※３　固定資産除却損の内容は、次のとお

　

　　りであります。

機械及び装置 62,637千円

工具器具及び備品 3,029千円

ソフトウェア 242,772千円

※４　　　　　　───── ※４　　　　　　─────  ※４　構造改善費用の内容は、事業整理に

　

　　伴い生じた資産（前渡金）の処分損失損

　

　　失であります。

  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 24,113千円

無形固定資産 43,918千円

有形固定資産 11,812千円

無形固定資産 20,113千円

有形固定資産 45,693千円

無形固定資産 58,468千円

※６　税効果会計

　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積立て

及び取崩しを前提として、当中間会計期

間に係る全額を計算しております。

※６　税効果会計

同左

 ※６           ───── 

 

 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数

当中間会計期間増
加株式数

当中間会計期間減
少株式数

当中間会計期間末
株式数

普通株式(株） 2.43 1,117 － 1,119.43

合計 2.43 1,117 － 1,119.43

 （変動事由の概要）　　

 増加の主な内訳は次のとおりであります。

 　市場買付による増加　1,117株

 

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数

当事業年度増加株
式数

当事業年度減少株
式数

当事業年度末株式
数

普通株式 － 2.43 － 2.43

合計 － 2.43 － 2.43

 （変動事由の概要）

 増加の主な内訳は次のとおりであります。

 　端株の買取による増加　2.43株
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

科目
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

工具器具
及び備品

53,028 18,487 34,540

車輌運搬
具

8,397 3,633 4,764

合計 61,426 22,121 39,305

科目
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

工具器具
及び備品

53,028 28,952 24,076

車輌運搬
具

4,845 2,826 2,019

合計 57,874 31,778 26,095

科目
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

工具器具
及び備品

46,227 19,346 26,881

車輌運搬
具

4,845 2,342 2,503

合計 51,073 21,688 29,385

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 12,382千円

１年超 28,070千円

合計 40,452千円

１年以内 11,514千円

１年超 15,667千円

合計 27,182千円

１年以内 10,241千円

１年超 20,208千円

合計 30,449千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 6,747千円

減価償却費相当額 6,257千円

支払利息相当額 693千円

支払リース料 6,303千円

減価償却費相当額 5,813千円

支払利息相当額 510千円

支払リース料 13,347千円

減価償却費相当額 12,366千円

支払利息相当額 1,296千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

─────

２　オペレーティング・リース取引

─────

２　オペレーティング・リース取引

─────

－ 15 －



②　有価証券

（前中間会計期間）

　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）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 115,082円73銭

１株当たり中間純利

益
3,032円38銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益
2,968円48銭

１株当たり純資産額 106,772円13銭

１株当たり中間純利

益
1,178円63銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益
1,168円銭05

１株当たり純資産額 106,463円70銭

１株当たり当期純利

益
515円94銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
497円12銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間損益計算書上の中間（当期）純利益

（千円）
165,127 69,853 29,370

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
165,127 69,853 29,370

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

（千円）
   

利益処分による役員賞与金 － － －

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） 54,454 59,266 56,927

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の主要な内訳（株）

   

新株予約権 1,172 536 2,154

普通株式増加数（株） 1,172 536 2,154

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）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

－

・潜在株式の種類

　　新株予約権

・潜在株式の数

 　　1,000個

－
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（重要な後発事象）

 

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　平成18年２月１日開催の取締役会におい

て、子会社株式会社南王の第三者割当増

資を引受けることを決議いたしました。

当該株式取引の概要は以下のとおりです。

(1）株式取得の内容

①　株式取得日

平成18年２月16日

②　取得株式数

1,170,000株

③　取得価額

総額234,000千円（１株につき200

円）

④　取得後の所有割合

69.20％

(2）目的

　株式会社南王は百貨店物流（納品代行）

および流通加工業務を展開しております。

当社では同社の事業拡大と発展は当社グ

ループにおける関連事業の成長には欠か

せないものであると判断し、同社の財務

基盤を強化し一層の事業拡大と発展を図

るため、親会社である当社を割当先とし

た第三者割当増資の引受けを決議いたし

ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　当社は平成18年７月３日開催の取締役会

において、株式会社エム・アイ・ケーの

株式を取得し子会社化いたしました。

(1）対象会社の概要（平成18年２月28日現

在）

①　商号

株式会社エム・アイ・ケー

②　代表者

代表取締役　辻平　功

③　本店所在地

東大阪市玉串元町一丁目６番20号

④　主な事業内容

薬局経営及び一般医薬品販売

⑤　資本金

30,000千円

(2）株式取得の内容

①　株式取得の内容

出資持分56,250株（発行済株式数

93.7％）を取得

②　株式取得日

平成18年７月３日

③　取得価額

1,390,000千円

④　取得後の所有割合

100％

(3）取得の目的

①　関西における本事業のサプライ・

チェーン・マネジメントを土台とし、

当社ノウハウを提供しドラッグスト

ア向け物流プラットフォームを構築

すること。

②　上記プラットフォームを他のドラッ

グストアチェーンにも提供すること

により、業態の物流機能再編を目指

すこと。

③　当社が株式会社エム・アイ・ケーの

事業を長期的に運営し、安定した事

業収益を確保すること。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

２　当社は、平成18年１月16日開催の取締役

会において、友栄産業株式会社および友

栄フードデリバリーズ有限会社、友栄フー

ド有限会社の全株式を取得し完全子会社

化することを決議いたしました。

(1）対象会社の概要（平成17年12月31日現

在）

《友栄産業株式会社》

①　商号

友栄産業株式会社

②　主な事業内容

飲食業

③　資本金

10,000千円

《友栄フードデリバリーズ有限会社》

①　商号

友栄フードデリバリーズ有限会社

②　主な事業内容

フードデリバリー・宅配業

③　資本金

3,000千円

《友栄フード有限会社》

①　商号

友栄フード有限会社

②　主な事業内容

飲食業

③　資本金

3,000千円

(2）株式取得の内容

《友栄産業株式会社》

①　株式取得方法

出資持分200株（発行済み株式数

100％）取得

②　株式取得日

平成18年１月20日

③　取得価額

総額314,851千円

④　取得後の所有割合

100％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　当社は平成18年７月３日開催の取締役会

において、商法第280条ノ20、第280条ノ

21の規定に基づき、ストックオプション

の実施を目的として発行する新株予約権

について具体的な発行内容を決定いたし

ました。

(1）新株予約権の発行日

平成18年７月３日

(2）新株予約権の発行数

405個

(3）新株予約権の発行価額

無償

(4）新株予約権の目的たる株式の種類及び

数

当社普通株式405株

(5）新株予約権行使に際しての払込金額

１株につき227,000円

(6）新株予約権の行使により発行する株式

の発行価格の総額

91,935,000円

(7）新株予約権の行使期間

平成20年７月４日から平成22年９月29

日

(8）新株予約権の行使により新株を発行す

る場合の発行価額のうち資本に組み入

れない額

45,967,500円（１株当たり113,500円）

(9）新株予約権の割当てを受けるもの及び

新株予約権の割当て数

当社従業員３名　405株

《友栄フードデリバリーズ有限会社》

①　株式取得方法

出資持分60口（持分総数100％）取得

②　株式取得日

平成18年１月20日

③　取得価額

総額74,750千円

④　取得後の所有割合

100％
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

《友栄フード有限会社》

①　株式取得方法

出資持分60口（持分総数100％）取得

②　株式取得日

平成18年１月20日

③　取得価額

総額110,965千円

④　取得後の所有割合

100％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）目的

①　当社物流ノウハウを生かした材料調

達から加工、デリバリーまでのロジ

スティクス概念の構築を行い、新業

態への進出を図ることができること。

②　当社がBtoB、BtoC　配送業務および

温度帯管理の必要なデリバリー機能

の構築とその提供ができること。

③　今後の消費動向の変化を本ビジネス

によりつかむことにより、当社クラ

イアントへのコンサルティング強化

ができること。

④　フードビジネスに精通した当社経営

陣のノウハウを活用できること。ま

た人材派遣および請負業務による人

材提供が可能なこと。

 

 

 

 

 

 

５　当社は、平成18年３月１日開催の取締役

会において、アサヒ運輸株式会社および

その関連会社であるアサヒサービス株式

会社、株式会社アサヒビジネスネットワー

クの株式を取得し、連結子会社とするこ

とを決議いたしました。

(1）対象会社の概要（平成18年２月１日現

在）

《アサヒ運輸株式会社》

①　商号

アサヒ運輸株式会社

②　主な事業内容

一般貨物取扱事業・納品代行事業

③　資本金

57,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アサヒサービス株式会社》

①　商号

アサヒサービス株式会社

②　主な事業内容

物流業務請負業

③　資本金

22,500千円
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

《株式会社アサヒビジネスネットワーク》

①　商号

株式会社アサヒビジネスネットワー

ク

②　主な事業内容

コンピュータ機器等の販売・賃貸、

ソフトウェアの製造・販売他

③　資本金

10,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）株式取得の内容

《アサヒ運輸株式会社》

①　株式取得方法

出資持分109,400株（発行済み株式数

96.1％）取得

②　株式取得日

平成18年３月１日

③　取得価額

総額245,271千円

④　取得後の所有割合

96.1％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アサヒサービス株式会社》

①　株式取得方法

出資持分36,675株（発行済み株式数

81.5％）取得

②　株式取得日

平成18年３月１日

③　取得価額

総額53,932千円

④　取得後の所有割合

81.5％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）目的

　当社は平成17年８月に百貨店納品代行

業者大手株式会社南王を子会社化し、百

貨店への納品代行業へ参入いたしました。

株式会社南王は主に首都圏ならびに関東

以北に対する営業基盤を有しており、中

部以西へのサービス基盤が脆弱でした。

今回関西に基盤を置く納品代行業者アサ

ヒ運輸および関連会社を子会社化するこ

とにより、関西エリアでの百貨店納品代

行業の機能強化を図ります。本基本合意

は、単に企業規模を拡大するだけではな

く、関東、関西の百貨店ならびにクライ

アントへ提供できるサービスを飛躍的に

向上できるものと考えております。また

機能統合やシステム統合による効率的企

業運営を行ってまいります。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６　当社は、平成18年３月22日開催の取締役

会において、株式会社リサイクル・アン

ド・イコールの株式を取得し、連結子会

社とすることを決議致しました。

(1）対象会社の概要（平成17年３月31日現

在）

①　商号

株式会社リサイクル・アンド・イコー

ル

②　主な事業内容

容器包装プラスチックリサイクル業

③　資本金

245,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）株式取得の内容

①　株式取得方法

出資持分20,005株（発行済み株式数

45.5％）取得

第三者割当増資による新株予約権の

引受30,000株

②　株式取得日

平成18年３月30日

③　取得価額

総額500,050千円

④　取得後の所有割合

75.3％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）目的

　当社は、環境問題への取組みを始め、

静脈物流の取込み、物流・流通に不可欠

な物流パレットが木製からプラスチック

に変わっていくことを勘案し、対象会社

株式を取得すること決定いたしました。

 

 

 

 (役員の異動）

 　(1)　代表取締役の異動

 　　該当事項はありません。

 

 　(2)　その他役員の異動

 　　退任取締役

 　　社外取締役　　高田　成郎

 　　非常勤監査役　大石　英樹

 

 　(3)　退任年月日

 　　平成19年１月31日
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