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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　澤登一郎

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長氏名　大野和城 ＴＥＬ （03）3863－0371（代表）

決算取締役会開催日 平成19年４月３日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨て）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 5,395 △1.9 958 △3.3 1,057 △2.5

18年２月中間期 5,499 2.1 990 1.2 1,084 2.2

18年８月期 14,339  3,387  3,566  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 630 △0.4 33 88

18年２月中間期 633 37.4 34 02

18年８月期 2,092  112 37

（注） ①期中平均株式数 19年２月中間期 18,619,446株  18年２月中間期 18,619,446株  18年８月期 18,619,446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であります。

(2)財政状態 （百万円未満切捨て）

 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

19年２月中間期 27,737 24,775 89.3 1,330 63

18年２月中間期 26,828 23,784 88.7 1,277 38

18年８月期 28,996 25,250 87.1 1,356 16

（注） ①期末発行済株式数 19年２月中間期 18,619,446株 18年２月中間期 18,619,446株 18年８月期 18,619,446株

 ②期末自己株式数 19年２月中間期 498,554株  18年２月中間期 498,554株  18年８月期 498,554株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 14,650  3,569  2,101  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 112円87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８月期 － 60.00 60.00

19年８月期（実績） － 　　　　－
60.00

19年８月期（予想） － 60.00

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる場合があります。上記の予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。
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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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

対前事業年
度比較

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
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 13,199,214 14,257,378 15,197,993  

２．受取手形 1,756,494 1,647,275 2,839,982  

３．売掛金 1,917,955 1,991,780 1,760,837  

４．たな卸資産 3,398,132 3,676,310 2,604,771  

５．その他 90,958 104,693 442,647  

貸倒引当金 △1,104 △2,549 △1,473  

流動資産合計 20,361,650 75.9 21,674,889 78.1 22,844,758 78.8 △1,169,869

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 2,284,816 2,172,112 2,226,045  

(2）土地 2,558,051 2,558,051 2,558,051  

(3）建設仮勘定 250 250 250  

(4）その他 556,406 485,214 517,336  

有形固定資産
合計

5,399,524 5,215,629 5,301,684  

２．無形固定資産 68,290 85,581 82,315  

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

608,277 389,892 397,285  

(2）その他 395,161 371,473 370,439  

貸倒引当金 △4,418 △13 △13  

投資その他の
資産合計

999,020 761,352 767,711  

固定資産合計 6,466,835 24.1 6,062,563 21.9 6,151,711 21.2 △89,148

資産合計 26,828,486 100.0 27,737,452 100.0 28,996,470 100.0 △1,259,017
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

対前事業年
度比較

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
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 1,451,595 1,374,607 1,297,131  

２．買掛金 714,469 760,855 781,986  

３．未払法人税等 391,109 388,704 1,088,152  

４．賞与引当金 44,535 44,116 47,849  

５．その他 ※２ 181,665 142,482 271,830  

流動負債合計 2,783,375 10.4 2,710,766 9.8 3,486,950 12.0 △776,184

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当
金

111,427 121,719 117,196  

２．役員退職慰労
引当金

101,430 99,045 105,640  

３．その他 48,089 30,417 35,814  

固定負債合計 260,946 0.9 251,182 0.9 258,651 0.9 △7,468

負債合計 3,044,322 11.3 2,961,948 10.7 3,745,601 12.9 △783,653

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,925,273 7.2 － － － － －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,202,171 － －  

２．その他資本剰
余金

435,362 － －  

資本剰余金合計 2,637,534 9.9 － － － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 410,000 － － －

２．任意積立金 17,848,977 － － －

３．中間（当期）
未処分利益

1,521,122 － － －

利益剰余金合計 19,780,099 73.7 － － － － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

88,304 0.3 － － － － －

Ⅴ　自己株式 △647,048 △2.4 － － － － －

資本合計 23,784,164 88.7 － － － － －

負債・資本合計 26,828,486 100.0 － － － － －
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

対前事業年
度比較

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
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,925,273 6.9  1,925,273 6.7 －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   2,202,171   2,202,171    

(2）その他資本
剰余金

 －   435,362   435,362    

資本剰余金合
計

  － －  2,637,534 9.5  2,637,534 9.1 －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   410,000   410,000    

(2）その他利益
剰余金

           

固定資産圧
縮積立金

 －   46,607   47,397    

別途積立金  －   18,600,000   17,800,000    

繰越利益剰
余金

 －   1,695,882   2,981,479    

利益剰余金合
計

  － －  20,752,490 74.8  21,238,877 73.2 △486,386

４．自己株式   － －  △647,048 △2.3  △647,048 △2.2 －

株主資本合計   － －  24,668,250 88.9  25,154,636 86.8 △486,386

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  92,356 0.3  96,950 0.3 △4,594

２．繰延ヘッジ損
益

  － －  14,897 0.1  △719 △0.0 15,616

評価・換算差額
等合計

  － －  107,254 0.4  96,231 0.3 11,022

純資産合計   － －  24,775,504 89.3  25,250,868 87.1 △475,364

負債純資産合計   － －  27,737,452 100.0  28,996,470 100.0 △1,259,017
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

対前中間
期比較

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,499,601 100.0 5,395,312 100.0 △104,288 14,339,860 100.0

Ⅱ　売上原価 3,292,763 59.9 3,210,508 59.5 △82,255 8,584,129 59.9

売上総利益 2,206,837 40.1 2,184,803 40.5 △22,033 5,755,731 40.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 1,216,400 22.1 1,226,682 22.7 10,281 2,367,919 16.5

営業利益 990,436 18.0 958,121 17.8 △32,315 3,387,812 23.6

Ⅳ　営業外収益 ※２ 93,810 1.7 101,985 1.9 8,174 178,901 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※３ 2 0.0 2,683 0.1 2,681 69 0.0

経常利益 1,084,244 19.7 1,057,422 19.6 △26,822 3,566,644 24.9

Ⅵ　特別利益 221 0.0 705 0.0 484 385 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 20,976 0.4 883 0.0 △20,093 29,676 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

1,063,489 19.3 1,057,244 19.6 △6,244 3,537,353 24.7

法人税、住民
税及び事業税

384,053 373,351  1,452,252

法人税等
調整額

45,856 429,909 7.8 53,113 426,464 7.9 △3,445 △7,255 1,444,996 10.1

中間（当期）
純利益

633,579 11.5 630,780 11.7 △2,799 2,092,357 14.6

前期繰越利益 887,542 －  －

中間（当期）
未処分利益

1,521,122 －  －
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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９月１日　至　平成19年２月28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
その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,925,273 2,202,171 435,362 410,000 47,397 17,800,000 2,981,479 △647,048 25,154,636

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △1,117,166  △1,117,166

別途積立金の積立      800,000 △800,000  －

固定資産圧縮積立金の取崩     △789  789  －

中間純利益       630,780  630,780

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）

－ － － － △789 800,000 △1,285,596 － △486,386

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,925,273 2,202,171 435,362 410,000 46,607 18,600,000 1,695,882 △647,048 24,668,250

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日　残高
（千円）

96,950 △719 96,231 25,250,868

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △1,117,166

別途積立金の積立    －

固定資産圧縮積立金の取崩    －

中間純利益    630,780

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△4,594 15,616 11,022 11,022

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,594 15,616 11,022 △475,364

平成19年２月28日　残高
（千円）

92,356 14,897 107,254 24,775,504
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前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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
その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

1,925,273 2,202,171 435,362 410,000 50,582 17,300,000 2,532,604 △647,048 24,208,946

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △1,117,166  △1,117,166

役員賞与金       △29,500  △29,500

別途積立金の積立      500,000 △500,000  －

固定資産圧縮積立金の取崩     △3,184  3,184  －

当期純利益       2,092,357  2,092,357

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）

－ － － － △3,184 500,000 448,875 － 945,690

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,925,273 2,202,171 435,362 410,000 47,397 17,800,000 2,981,479 △647,048 25,154,636

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成17年８月31日　残高
（千円）

48,671 － 48,671 24,257,617

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △1,117,166

役員賞与金    △29,500

別途積立金の積立    －

固定資産圧縮積立金の取崩    －

当期純利益    2,092,357

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

48,279 △719 47,560 47,560

事業年度中の変動額合計
（千円）

48,279 △719 47,560 993,251

平成18年８月31日　残高
（千円）

96,950 △719 96,231 25,250,868
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

　移動平均法による原価法

①　有価証券

子会社株式

同左

①　有価証券

子会社株式

同左

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）

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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）

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

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

 同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

商品

　総平均法による原価法によっ

ております。

③　たな卸資産

商品

同左

③　たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

によっております。

貯蔵品

同左

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

　建物（建物附属設備を除く）は

定額法、建物以外については定率

法によっております。

　ただし、ナガイレーベン物流セ

ンター及び西日本物流センターに

ついては、定額法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとお

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　　　　　 15～45年

　機械装置　　　　　 12年

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、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

によっております。

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

　定額法によっております。

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、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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

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、

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。

　数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとし

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、

当期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、当期

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。

　数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしております。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに充

てるため、役員退職慰労金支給に

関する内規に基づく中間期末要支

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払いに充

てるため、役員退職慰労金支給に

関する内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

４．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、為替予約及びクーポンス

ワップについては、振当処理の要

件を満たすことから振当処理を採

用しております。

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

・ヘッジ手段

為替予約取引

クーポンスワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

外貨建金銭債務

（外貨建予定取引を含む）

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　輸入商品購入予定額を基に、月

別外貨支払見込額を限度とし、為

替相場の動向を勘案の上、支払見

込額に対する予約割合を決定・実

行しており、投機を目的とした取

引は一切行わない方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

５．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

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同左

①　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９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

―――― ―――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

  「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)を当期

より適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は25,251,587千円であります。

　また、財務諸表等規則の改正により、当期

の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。

　表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

（中間貸借対照表）

　仮払消費税等及び仮受消費税等については、前中間会

計期間においては両建てのままそれぞれ流動資産の「そ

の他」及び流動負債の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間会計期間においては仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ、表示することに変更してお

ります。

　なお、当中間会計期間における相殺前の仮払消費税等

は253,758千円であり、仮受消費税等は276,052千円であ

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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※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

3,458,767千円 3,639,687千円 3,559,118千円

※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、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。

同左

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 102,417千円

無形固定資産 10,202

有形固定資産 96,212千円

無形固定資産 12,427

有形固定資産 206,708千円

無形固定資産 21,509

※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 348千円

受取配当金 21,709

受取賃貸料 64,863

受取利息 18,835千円

受取配当金 11,484

受取賃貸料 69,366

受取利息 3,653千円

受取配当金 23,203

受取賃貸料 136,842

※３.　　　　　　―――― ※３．営業外費用のうち重要なもの ※３.　　　　　　――――

保険解約損 2,682千円

※４.特別損失のうち重要なもの

 退職給付費用 15,190千円

※４.　　　　　　―――― ※４.特別損失のうち重要なもの

 退職給付費用 15,190千円
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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９月１日　至平成19年２月28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
（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）

自己株式     

　普通株式 498,554 － － 498,554

合計 498,554 － － 498,554

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８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
（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）

自己株式     

　普通株式 498,554 － － 498,554

合計 498,554 － － 498,554

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　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９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 1,277円38銭

１株当たり中間純利益 34円02銭

１株当たり純資産額 1,330円63銭

１株当たり中間純利益 33円88銭

１株当たり純資産額 1,356円16銭

１株当たり当期純利益 112円37銭

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

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

中間（当期）純利益（千円） 633,579 630,780 2,092,357

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） 633,579 630,780 2,092,357

期中平均株式数（株） 18,619,446 18,619,446 18,619,446

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

- 38 -




