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平成19年12月期 中間決算短信(非連結) 平成19年8月15日 
 

上 場 会 社 名 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ  上場取引所     福岡証券取引所 
コ ー ド 番 号 3047  URL  http://www.truck-one.com 
代 表 者 （役職名） 代表取締役社長  （氏名） 小川 澄雄 
問 合 わ せ 先 責 任 者 （役職名） 取締役管理部長  （氏名） 野上 祐典  TEL (0833)44－1100 
半期報告書提出予定日 平成19年9月28日    
 
1.平成19年6月中間期の業績（平成19年1月1日～平成19年6月30日） 
 (1) 経 営 成 績        （百万円未満切捨）  

                                      （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益 

        百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 
19年6月中間期 2,240 

 
21.6 △32 ― △26 

２ 
― △18 ― 

18年6月中間期 1,842 
 

  ― 22 
 

  ― 3 
 

  ― 4 
 

― 
 18年12月期 3,919 ― 66 ― 28 ― 28 ― 

  

 
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 

 円 銭  円 銭  
19年6月中間期 △2,913 44 － 

 
 

18年6月中間期 780 12 
 

 －  
18年12月期 5,039 22   4,504 33 

 
 (参考)  持分法投資損益 19年6月中間期 ―百万円 18年6月中間期 ―百万円 18年12月期 ―百万円 
  
 (2) 財 政 状 態 

 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6月中間期 1,780 248 13.9 38,872 38 
18年6月中間期 1,830 168 9.2 31,594 07 

18年12月期 1,848 266 14.4 41,754 93 
 
 (参考)  自己資本 19年6月中間期 248百万円   18年6月中間期 168百万円   18年12月期 266百万円 
     
  
 (3) キャッシュ・フローの状況 

 
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 
銭  19年6月中間期 △42 △28 18 46 

18年6月中間期 △83 △91 182 96 

18年12月期 △19 △158 186 99 
 
 
2. 配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
 
 18年12月期 

円  銭 
－  －   

円  銭 
－  －   

円  銭 
  0   00   

 19年12月期(実績) －  －   －  －   

 19年12月期(予想) －  －   －  －   
     

 
 
3. 平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日） 
                                  （％表示は対前期増減率） 

 
売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1株当たり 

当期純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭 

通 期 4,498 14.7 2 △95.6 5 △81.9 13 △52.0 2,145 26 
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４．その他 

（１） 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法などの変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

の変更に記載されるもの） 
① 会計基準の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更       有 

（注）詳細は、２０ページの「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」を御覧ください。 
 （２） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年6月中間期 6,380株  18年6月中間期 5,320株  18年12月期 6,380株 

② 期末自己株式数           19年6月中間期   0株  18年6月中間期   0株  18年12月期   0株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、２８ページ「１株当たり情報」を御覧ください。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。実際の業績は、業状などの変化等により、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、後記「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」（添付資料 3ページ）を御覧くださ
い。当社は中間期・通期の業績予想の修正を行っております。通期の当該業績予想修正に関する事項については、
平成19年8月15日公表の「19年12月期の中間期の業績予想の差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 当中間期（平成19年1月1日～平成19年6月30日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰や為替の不

安定な動きなどの懸念材料もありましたが、海外経済の拡大に伴う輸出の増加、企業収益の改善等が

見られるとともに、設備投資の拡大、雇用者所得の増加等も見られ、緩やかながらも景気は回復基調

で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社は主力事業である中古商用車の国内販売への人員の増強および拠点機

能の強化を行うとともに、海外販売でも新規取引国の開拓及び既存市場の深耕に努めてまいりました。 

その結果、当中間期における売上高は前中間期売上高1,842,902千円から21.6%増の2,240,962千円と

なりました。売上高の構成といたしましては、国内売上高が前中間期売上高1,703,366千円から16.2％

増の1,979,210千円となり、海外売上高が前中間期売上高113,196千円から96.6％増の222,529千円とな

り、冷凍車レンタルを主としたその他売上高は前中間期売上高26,339千円から50.2％増の39,221千円

となり、部門全般にわたり増収となりました。 

しかしながら、売上原価は売上高の増加に伴い前中間期の1,637,747千円から増加し、2,060,259千

円となりました。その主な要因としては商品在庫の品揃えをより一層充実させるために原価増となっ

たこと、一部商品を下半期に向け戦略的に長期保有商品としたことにともない、商品評価損を計上し

たことにより売上原価が増加したことによるものであります。その結果、売上高に対する売上原価の

比率は前中間期の88.9%から3％増加して91.9%となりました。 

また、販売費及び一般管理費は前中間期の183,102千円から増加し、212,858千円となりました。そ

の主な要因は営業拠点の増加による賃借料の増加、人員増加による人件費などの増加によるものであ

ります。その結果、営業損失32,156千円（前年同期営業利益22,052千円）、経常損失26,548千円（前

年同期経常利益3,406千円）、中間純損失18,587千円（前年同期中間純利益4,022千円）となりました。 

 

通期の見通し 

当中間期（平成19年1月1日～平成19年6月30日）は、売上高につきましては堅調に推移いたしました。

下半期も引き続き同様に推移する見込であります。また開設一年未満の中部車輌センター(愛知県)、

沖縄営業所（沖縄県）、西日本車輌センター（岡山県）においても営業基盤が固まってきており、当

中間期までの販売費及び一般管理費の増加分を利益に還元できると見込んでおります。なお、長期保

有商品につきましても、計画的な販売を行うことにより通期における商品評価損の業績への影響は解

消するものと考えております。したがいまして、通期（平成19年1月1日～平成19年12月31日）の業績

見通しは、売上高4,498,020千円、経常利益5,086千円、当期純利益13,686千円を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

  当中間期末の資産合計は、前事業年度末に比べて67百万円減少して17億80百万円となりました。

流動資産は、売掛金の増加、棚卸資産の減少により前事業年度末に比べて47百万円減少し、固定

資産は賃貸用資産の減少などにより前事業年度末より19百万円減少しました。 

（負債の部） 

  当中間期末の負債合計は、前事業年度末に比べて49百万円減少して15億32百万円となりました。

流動負債は買掛金の減少などにより前事業年度末に比べて36百万減少し、固定負債は長期借入金

の減少などにより前事業年度末に比べて13百万円減少しました。 

（純資産の部） 

     当中間期末の純資産合計は、前事業年度末に比べて中間純損失による繰越利益剰余金が18百万円

減少し2億48百万円となりました。 
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②当中間期のキャシュフローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、営業活動により42,437

千円の減少、投資活動により28,199千円の減少、財務活動により18,456千円の増加となり、全体では、

52,180千円の減少となりました。したがいまして、当中間期末の資金の残高は、46,820千円となりま

した。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において営業活動による資金の減少は42,437千円となりました。主な要因は、棚卸資産の

減少による資金の増加199,328千円があったものの、売上債権の増加による資金の減少178,808千円と、

仕入債務の増加による資金の減少93,539千円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において投資活動による資金の減少は28,199千円となりました。主な要因は、固定資産の

取得による支出による資金の減少29,218千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において財務活動による資金の増加は18,456千円となりました。主な要因は、短期借入金

による資金の増加30,000千円と長期借入金の返済による資金の減少11,544千円によるものであります。 

 

(3) 会社の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、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を

確保しつつ安定的な配当を行うことを基本方針としておりますが、業容において早急な利益回復を

目指すことが株主に対する最大の利益還元につながるとの認識に立ち、当面は財務内容の強化を優

先いたします。また、内部留保資金につきましては、企業価値の最大化に向けた経営戦略実現のた

めの有効活用を考えております。 

 

(4) 事業等のリスク 

① 競合について 

中古商用車市場は、市場規模が中古乗用車市場と比較しても小さく、オークション市場の出品台

数や市場参加者数も限られており、市場としては未成熟であるといえます。また、乗用車と比較し

て車種が多いため査定が容易ではなく、参入障壁は比較的高いと考えておりますが、今後当該市場

に有力企業が新規参入してきた場合あるいは新規参入者が増加した場合には、商品の獲得競争及び

価格競争が激化し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 長期保有と商品評価損の発生可能性について 

当社では、商品である車両の劣化防止及び早期の資金回収の目的で、仕入を行った車両は可能な

限り早期に売却することとしております。一方で、車両自体に特殊性が強く、早期に薄利で販売す

るよりも時間をかければ十分に利益を得られると判断できる車両については、戦略的に長期間保有

する場合があります。しかしながら、それらの車両が売却にいたらなかった場合には、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、時間の経過とともに陳腐化する可能性の高いたな卸資産の評価を行うため、仕入後６

ヶ月を経過した車両については評価減を行い、商品評価損を計上しております。したがって、長期

在庫が増加した場合には商品評価損も拡大し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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③ 輸出について 

当社の輸出販売先国は、主にニュージーランド、タイ、シンガポール、ロシア、UAEであります。

これら販売先国内またはその近隣諸国において政情が不安定になることや、関税の引き上げや輸入

制限を行った場合、あるいはそれらを変更した場合には、輸出取引が減少する可能性があります。 

 

④ 有利子負債の依存度が高いことについて 

当社の車両の仕入資金は、金融機関からの借入れによって調達しており、取扱台数の増加に伴っ

て借入金の総額も増加し、総資産に占める割合は高くなっております。そのため、金融政策や当社

の信用力の低下によって借入金額に制約を受けた場合、または、金利が上昇局面にある場合などの

金融情勢の変化等が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 中古商用車市場の情勢変化について 

   中古商用車市場においては海外販売の伸び率に比べ国内販売の伸び率は下降線をたどりつつあり

ます。その要因としましては原油価格の高騰による物流への影響、また新長期排ガス規制に対応し

た新型車の値上がりにより買い替え需要も低くなり、中古商用車への供給不足へも影響するといっ

た不安材料があり、国内販売は不安定さを増しております。以上のような市場情勢が続く場合は当

社への業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ２ 企業集団の状況 

当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、企業集団の状況についての記載は省略いたし

ます。 

 

  ３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は「人と環境の調和 Man Harmonize With The Environment」を経営理念とし、事業活動を進

めてまいりました。 

今後も人との調和、環境との調和を図りながら、誠実・迅速なサービスを心掛け、皆様のご期待に

応えてまいります。 

 

(2)目標とする経営指標 

当社は堅実性と成長性をともに重視し、さらなる企業価値の向上をめざして収益基盤の強化・拡大

を図ることにより株主価値の最大化を実現すべく、積極的な事業展開を進めていく方針であります。

そしてその事業展開において、営業利益の拡大および営業利益率の向上を目標としてまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  当社の主力事業であります商用車国内販売のゆるぎない地位の確立を図るため、主要都市への拠点

設置を行い、販売先・仕入先の新規開拓を行ってまいります。 

また、冷凍車レンタルを強化し、商品国内販売との相乗効果を高めながら更なる成長を目指してま

いります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当中間期のわが国の経済は、堅調な民間設備投資や雇用環境の改善など、概ね堅調に推移し、緩やか

ながら回復の兆しがありました。このような状況の下、当社といたしましては売上高2,240,962千円と

増収となりました。今後も継続的な成長を実践すべく、下記の４点を重要課題として取組んでおります。 

 

① 拠点の確立 

現在、当社は営業拠点として本社（山口県）、関東車輌センター（神奈川県）、中部車輌センター

(愛知県)、西日本車輌センター(岡山県)、沖縄営業所(沖縄県)の５拠点体制で行っております。今後も 

この５拠点の仕入及び販売の強化を図り、より地域に密着した事業展開を行います。 

 

② 海外販売事業の拡大 

商用車の国内販売台数は、本年度に入り下降線をたどっております。また海外販売は堅調な伸びを示

しております。よって当社といたしましては上半期同様ニュージーランド・タイ・シンガポール・ロシ

ア・UAEに更なる営業活動を行います。 

 

③ レンタカー事業 

当社は冷凍車を中心としたレンタル事業活動を行っております。今後も地域に密着した営業活動を行

うため、冷凍車レンタルの強化を図り、より一層の顧客獲得に努めます。 

   

④ 社内教育の強化 

今後事業を拡大する上で、人員の確保が不可欠であります。経験のある人材を採用するには限度があ

り、未経験者・新卒者への教育が重要になると考えております。 
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４ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年6月30日) 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
増減 

（千円） 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   122,636   73,880  △48,756  125,457  

２ 受取手形 ※２  21,956   67,101  45,145  54,719  

３ 売掛金   217,416   408,291  190,874  238,497  

４ 商品   565,348   433,581  △131,767  584,417  

５ 原材料   55   17  △38  17  

６ 仕掛品   29,890   24,734  △5,156  34,235  

７ 貯蔵品   14,983   3,639  △11,344  15,568  

８ 前渡金   11,725   1,833  △9,892  2,782  

９ 前払費用   8,649   10,587  1,938  10,051  

10 未収入金   1,206   1,756  550  1,394  

11 未収消費税等 ※３  10,068   －  △10,068  6,578  

12 その他   3,941   5,450  1,509  2,971  

貸倒引当金   △2,000   △4,360  △2,360  △2,510  

流動資産合計   1,005,878 54.9  1,026,513 57.6 20,146  1,074,182 58.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 賃貸用資産  125,871   39,702   76,124   

減価償却累計額  △16,901 108,969  △25,037 14,664  △94,305 △15,097 61,026  

(2) 建物 ※１ 135,151   146,209   135,151   

減価償却累計額  △28,753 106,398  △34,735 111,473  5,075 △31,586 103,565  

(3) 構築物  65,634   76,544   70,623   

減価償却累計額  △24,924 40,710  △32,202 44,342  3,632 △28,669 41,953  

(4) 機械及び装置  9,796   9,796   9,796   

減価償却累計額  △5,205 4,590  △5,920 3,875  △715 △5,589 4,206  

(5) 車両運搬具  23,281   23,453   23,453   

減価償却累計額  △8,937 14,344  △14,038 9,414  △4,930 △12,041 11,411  

(6) 工具器具及び備品  11,525   15,371   14,976   

減価償却累計額  △6,877 4,647  △8,752 6,618  1,971 △9,079 5,897  

(7) 土地 ※１  506,369   506,369  0  506,369  

有形固定資産合計   786,031 42.9  696,759 39.2 △89,272  734,431 39.7 

２ 無形固定資産           

(1) 商標権   528   472  △56  500  

(2) ソフトウェア   76   706  630  －  

(3) 電話加入権   883   883  0  883  

無形固定資産合計   1,488 0.1  2,062 0.1 574  1,384 0.1 
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前中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年6月30日) 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
増減 

（千円） 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   26,876   28,368  △1,492  27,429  

(2) 出資金   20   20  －  20  

(3) 長期前払費用    1,258   851  △407  739  

(4) その他   9,200   26,243  17,043  10,045  

投資その他の資産合

計 
  37,355 2.1  55,482 3.1 18,127  38,234 2.1 

固定資産合計   824,874 45.1  754,304 42.4 △70,570  774,050 41.9 

資産合計   1,830,753 100.0  1,780,818 100.0 △49,935  1,848,233 100.0 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ファイル名:003財務諸表等（貸借）190815 更新日時:8/12/2007 2:10:00 PM 印刷日時:07/08/15 10:07 

―  ― 9 

  
前中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年6月30日) 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
増減 

（千円） 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   151,699   107,016  △44,683  201,505  

２ 短期借入金 ※１  1,110,000   1,099,240  △10,760  1,050,000  

３ １年以内返済予定 

長期借入金 
※１  23,088   5,772  △17,316  23,088  

４ 未払金   86,359   44,067  △42,292  28,823  

５ 未払法人税等   232   658  426  465  

６ 未払消費税等   －   6,585  6,585 －  

７ 前受金   －   3,508  3,508 141  

８ その他   12,917   4,839  8,078  3,684  

流動負債合計   1,384,296 75.6  1,271,687 71.4 △112,609  1,307,708 70.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１  271,052   247,964  △23,088  261,432  

２ 長期未払金   4,949   2,749  △2,200  3,514  

３ 繰延税金負債   895   1,016  121  875  

４ 長期前受収益   1,478   9,394  7,916  8,306  

固定負債合計   278,375 15.2  261,124 14.7 △17,251  274,128 14.8 

負債合計   1,662,672 90.8  1,532,812 86.1 △129,860  1,581,836 85.6 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   60,800 3.3  97,725 5.5 36,925  97,725 5.3 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   5,200   42,125  36,925  42,125  

資本剰余金合計   5,200 0.3  42,125 2.4 36,925  42,125 2.3 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   1,300   1,300  －  1,300  

(2) その他利益剰余金           

  別途積立金   85,373   85,373  －  85,373  

  繰越利益剰余金   14,157   20,064  5,907  38,651  

利益剰余金合計   100,830 5.5  106,737 5.9 5,907  125,325 6.7 

株主資本合計   166,830 9.1  246,587 13.8 79,757  265,175 14.3 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 

評価差額金 
  1,250 0.1  1,418 0.1 168  1,221 0.1 

評価・換算差額等合計   1,250 0.1  1,418 0.1 168  1,221 0.1 

純資産合計   168,080 9.2  248,005 13.9 79,925  266,396 14.4 

負債純資産合計   1,830,753 100.0  1,780,818 100.0 △49,935  1,848,233 100.0 

           

 



ァイル名:004財務諸表等（損益）190815 更新日時:8/15/2007 10:06:00 AM 印刷日時:07/08/15 10:07 

―  ― 10

② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年 6月30日) 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12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 ※１  1,842,902 100.0  2,240,962 100.0 398,060  3,919,862 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,637,747 88.9  2,060,259 91.9 422,512  3,485,010 88.9 

売上総利益   205,155 11.1  180,702 8.1 △24,453  434,851 11.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費            

１ 発送運賃  8,972   11,515    25,604   

２ 広告宣伝費  10,765   10,112    16,054   

３ 役員報酬  21,900   21,900    44,000   

４ 給与手当  39,664   46,210    79,771   

５ 賞与  3,263   3,900    6,632   

６ 退職給付費用  535   471    1,420   

７ 福利厚生費  7,961   9,525    15,867   

８ 旅費交通費  17,939   12,295    33,370   

９ 通信費  9,061   7,248    16,209   

10 減価償却費  7,935   8,782    17,196   

11 租税公課  5,356   3,251    7,302   

12 賃借料  11,457   24,676    27,916   

13 支払手数料  8,137   17,051    19,176   

14 支払報酬  4,883   5,887    11,327   

15 貸倒引当金繰入額  100   1,850    610   

16 雑費  25,167 183,102 9.9 28,179 212,858 9.5 29,756 46,291 368,751 9.4 

営業利益（△は損失）   22,052 1.2  △32,156 △1.4 △54,208  66,099 1.7 
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前中間会計期間 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年 6月30日) 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12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 

(％) 

Ⅳ 営業外収益            

１ 受取利息  897   2,260   1,363 2,058   

２ 受取配当金  149   122   △27 300   

３ 自動車税戻り  2,523   2,531   8 5,317   

４ 自賠責保険解約収入  1,227   1,536   309 2,740   

５ 保険解約収入  52   1,757   1705 52   

６ 雑収入  2,321 7,171 0.4 6,293 14,501 0.6 7,330 4,544 15,014 0.4 

Ⅴ 営業外費用            

１ 支払利息  6,746   8,482   1,736 14,276   

２ 商品評価損  18,129   －   － 30,140   

３ 株式交付費  365   －   △365 1,082   

４ 株式上場費用  575   －   △575 6,145   

５ 雑損失  1 25,818 1.4 412 8,894  △16,924 1,305 52,950 1.4 

経常利益（△は損失）   3,406 0.2  △26,548 △1.2 △29,954  28,164 0.7 

Ⅵ 特別利益            

 固定資産売却益 ※２ 876 876 0.0 8,620 8,620 0.4 7,744 876 876 0.0 

            

税引前中間(当期)純

利益（△は損失） 
  4,282 0.2  △17,928 △0.8 △21,561  29,040 0.7 

法人税、住民税 

及び事業税 
 260   659   399 524   

法人税等調整額  － 260 0.0 － 659 0.0 399 － 524 0.0 

中間 (当期)純利益

（△は損失） 
  4,022 0.2  △18,587 △0.8 △21,960  28,516 0.7 
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③中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間の株主資本等変動計算書（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高(千円) 40,000   

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 20,800 5,200 5,200 

 中間純利益 ― ― ― 

別途積立金の積立額 ― ― ― 

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) 20,800 5,200 5,200 

平成18年6月30日残高(千円) 60,800 5,200 5,200 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成17年12月31日残高(千円) 1,300 75,373 20,134 96,808 136,808 

中間会計期間中の変動額      

 新株の発行 ― ― ― ― 26,000 

 中間純利益 ― ― 4,022 4,022 4,022 

別途積立金の積立額 ― 10,000 △10,000 ― ― 

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) ― 10,000 △5,977 4,022 30,022 

平成18年6月30日残高(千円) 1,300 85,373 13,508 100,830 166,830 

 

評価・換算差額等 
 

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17年12月31日残高(千円) 1,798 1,798 138,606 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 ― ― 26,000 

 中間純利益 ― ― 4,022 

別途積立金の積立額 ― ― ― 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） △548 △548        △548 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △548        △548 29,473 
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平成18年6月30日残高(千円) 1,250 1,250 168,080 

 

当中間会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年12月31日残高(千円) 97,725 42,125 42,125 

中間会計期間中の変動額    

 中間純損失 ― ― ― 

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) ― ― ― 

平成19年6月30日残高(千円) 97,725 42,125 42,125 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成18年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 38,651 125,325 265,175 

中間会計期間中の変動額      

 中間純損失 ― ― △18,587 △18,587 △18,587 

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) ― ― △18,587 △18,587 △18,587 

平成19年6月30日残高(千円) 1,300 85,373 20,064 106,737 246,587 

 

評価・換算差額等 
 

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12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396 

中間会計期間中の変動額    

 中間純損失 ― ― △18,587 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 197 197         197 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 197         197 △18,391 

平成19年6月30日残高(千円) 1,418 1,418 248,005 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高(千円) 40,000   

事業年度中の変動額    

 新株の発行 57,725 42,125 42,125 

 当期純利益 ― ― ― 

別途積立金の積立額 ― ― ― 

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) 57,725 42,125 42,125 

平成18年12月31日残高(千円) 97,725 42,125 42,125 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成17年12月31日残高(千円) 1,300 75,373 20,134 96,808 136,808 

事業年度中の変動額      

 新株の発行 ― ― ― ― 99,850 

 当期純利益 ― ― 28,516 28,516 28,516 

別途積立金の積立額 ― 10,000 △10,000 ― ― 

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) ― 10,000 18,516 28,516 128,366 

平成18年12月31日残高(千円) 1,300 85,373 38,651 125,325 265,175 

 

評価・換算差額等 
 

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17年12月31日残高(千円) 1,798 1,798 138,606 

当事業年度中の変動額    

 新株の発行 ― ― 99,850 

 当期純利益 ― ― 28,516 

別途積立金の積立額 ― ― ― 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） △577 △577        △577 

事業年度中の変動額合計 
(千円) △577        △577 127,789 

平成18年12月31日残高(千円) 1,221 1,221 266,396 
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自平成18年1月 1日 
至平成18年6月30日) 

当中間会計期間 
(自平成19年1月 1日 
至平成19年6月30日) 

対前年 
中間期 
比 

前事業年度の要約 
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

(自平成18年 1月 1日 

至平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

増減 

(千円) 
金額(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（△は損失）  4,282 △17,928 △22,210 29,040 

２ 減価償却費  22,999 19,971 △3,028 50,467 

３ 貸倒引当金の増加額  100 1,850 1,840 610 

４ 受取利息及び受取配当金  △1,046 △2,383 △1,337 △2,359 

５ 支払利息  6,746 8,482 1,736 14,276 

６ 商品評価損  18,129 － － 30,140 

７ 固定資産売却益  △876 △8,620 △7,744 △876 

８ 売上債権の増加額  △34,195 △178,808 △144,613 △100,034 

９ たな卸資産の増減額（△は増加）  △187,113 172,265 367,991 △223,085 

10 賃貸用資産から商品への振替額  － 27,063 27,063 81,214 

11 未収入金の増加額  △378 △359 19 △567 

12 仕入債務の増減額（△は減少）  81,479 △93,539 △175,018 140,227 

13 未払金の増減額（△は減少）  △4,120 15,244 11,124 △18,326 

14 未収消費税等の増減額（△は増加）  △10,068 6,578 16,646 △6,578 

15 未払消費税等の増減額（△は減少）  △514 6,585 7,099 △514 

16 その他  27,866 7,930 △29,170 △695 

小計  △76,710 △35,669 41,041 △7,060 

17 利息及び配当金の受取額  233 2,381 2,148 2,367 

18 利息の支払額  △7,136 △8,683 △1,537 △14,292 

19 法人税等の支払額  △208 △466 △286 △238 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △83,822 △42,437 41,385 △19,223 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 定期預金の預入れによる支出  △26,256 △603 25,653 △30,709 

２ 定期預金の払戻しによる収入  43,269 － － 47,121 

３ 投資有価証券の取得による支出  △600 △600 0 △1,202 

４ 固定資産の取得による支出  △109,131 △29,218 79,913 △173,691 

５ 固定資産の売却による収入  1,505 18,420 16,915 1,505 

６ その他投資の取得による支出  △964 △18,239 △19,203 △1,821 

７ その他投資の売却による収入  756 2,041 1,285 767 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △91,422 △28,199 63,223 △158,030 
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前中間会計期間 

(自平成18年1月 1日 

至平成18年6月30日) 

当中間会計期間 
(自平成19年1月 1日 

至平成19年6月30日) 

対前年 
中間期 

比 

前事業年度の要約 
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

(自平成18年 1月 1日 
至平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

増減 

(千円) 
金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 短期借入金の純増減額  170,000 30,000 △140,000 110,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △13,468 △11,544 1,924 △23,088 

３ 株式発行による収入  26,000 － － 99,850 

財務活動によるキャッシュ・フロー  182,532 18,456 △164,076 186,762 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  7,287 △52,180 △59,467 9,508 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  89,491 99,000 9,509 89,491 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  96,779 46,820 △49,959 99,000 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年1月 1日 
至 平成19年6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

（１） 有価証券 

その他有価証券 

① 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

定している） 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（１） 有価証券 

その他有価証券 

① 時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

② 時価のないもの 

   同左 

（１） 有価証券 

その他有価証券 

① 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

定している） 

② 時価のないもの 

   同左 

 

 （２） たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法 

原材料・貯蔵品 

先入先出法による原価法 

 

（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 

  ただし、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、

定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

賃貸用資産 

（車両運搬具）2年～5年 

 建物   15年～31年 

 構築物  10年～60年 

 機械及び装置  

       4年～13年 

 車両運搬具 2年～6年 

 工具器具及び備品 

       3年～10年 

 

 

（１） 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

①平成10年3月31日以前に取

得したもの 

旧定率法 

②平成10年4月1日から平成19

年3月31日までに取得したも

の 

 旧定額法 

③平成19年4月1日以降に取得

したもの 

 定額法 

建物以外 

①平成19年3月31日以前に取

得したもの 

 旧定率法 

②平成19年4月1日以降に取得

したもの 

 定率法 

主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

賃貸用資産 

（車両運搬具 ）2年～5年 

 建物    15年～31年 

 構築物   10年～60年 

 機械及び装置 4年～13年 

 車両運搬具   2年～6年 

 工具器具及び備品 

        3年～10年 

 

（１） 有形固定資産 

定率法 

  ただし、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、

定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

賃貸用資産 

（車両運搬具）2年～5年 

 建物   15年～31年 

 構築物  10年～60年 

 機械及び装置  

       4年～13年 

 車両運搬具 2年～6年 

 工具器具及び備品 

       3年～10年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年1月 1日 
至 平成18年6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年1月 1日 
至 平成19年6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

３ 繰延資産の処理方法 

 

 

 

４ 引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ リース取引の処理方

法 

 

 

 

 

 

 

６ その他中間キャッシ

ュフロー計算書（キ

ャッシュ・フロー計

算書）における資金

の範囲 

 

 

 

 

 

７ 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 

 

 

 

 

（２） 無形固定資産 

 定額法 

 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 

 

株式交付費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

 

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

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

 

 

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。 

 

手許現金、要求払預金及

び取得日から3ヶ月以内に

満期の到来する流動性の高

い、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

ない短期的な投資でありま

す。 

 

 

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、税抜方式によ

っております。 

 

（２） 無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

  

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

  同左 

（２） 無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 株式交付費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

 

 貸倒引当金 

同左 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

  

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

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18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

（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。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間から「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 企業会計基準第8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。 

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は167,459千円でありま

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。 

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

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 平成17年12月27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。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度から「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 企業会計基準第8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。 

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は266,396千円でありま

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財務諸表は

改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当事業年度から「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 

平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第11号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は 

ありません。 
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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18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

（商品評価損について） 

従来、商品評価損が発生した場合は

原価性がないものとして営業外費用と

して処理しておりましたが、商品評価

損は毎期経常的に発生している傾向が

あること及び今後も経常的に発生する

見込みがあることから原価性を有する

ものと認識し、当中間会計期間から売

上原価に含めて計上する方法に変更す

ることにいたしました。 

この結果、従来の方法によった場合

と比較して、売上原価は27,199千円増

加し、売上総利益は同額減少し、営業

損失は同額増加しておりますが、経常

損失及び税引前中間純損失に与える影

響はありません。 

また、中間キャッシュ・フロー計算

書の表示方法につきまして、従来、営

業活動によるキャッシュ・フローに

「商品評価損」と掲記しておりました

が、当中間会計期間より「たな卸資産

の増加額」に含めて表示しておりま

す。 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

  法人税法の改正（（所得税法の一部

を改正する法律 平成19年3月30日法律

第6号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年3月30日 政令

第83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。 

  なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

    
担保に供している資産は次のと

おりであります。 
  建物     85,923千円 
  土地     466,594千円  
  計      552,517千円 
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

  短期借入金  330,000千円 
  １年以内返済予定長期借入金 
         23,088千円 
  長期借入金 271,052千円  
  計     624,140千円 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

    
担保に供している資産は次のと

おりであります。 
  建物     81,713千円 
  土地     466,594千円  
  計      548,307千円 
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

  短期借入金  330,000千円 
  １年以内返済予定長期借入金 
         25,012千円 
  長期借入金  247,964千円  
  計      602,976千円 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

    
担保に供している資産は次のと

おりであります。 
  建物     83,736千円 
  土地     466,594千円  
  計      550,330千円 
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

  短期借入金  250,000千円 
  １年以内返済予定長期借入金 
         23,088千円 
  長期借入金 261,432千円  
  計     534,520千円 

 
 

※２       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 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、未収消費

税等に表示しております。 

※２ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、中間会計期間期末日が

金融機関の休日であるため、

次の中間会計期間期末日満期

手形が、中間期末残高に含ま

れております。 

   受取手形  964千円     

  

※３ 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、未払消費

税等に表示しております  

 

 

 

    

※２ 期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をも

って決済処理しております。 

   なお、期末日が金融機関の休

日であるため、次の期末日満

期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

   受取手形  896千円 

 

 

 

※３   
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(中間損益計算書関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 

― 

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  車両売却益    876千円 

※１ 賃貸用資産から振替えた商品

の売上高が33,550千円含まれており

ます。 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  車両売却益   8,620千円 

※１ 賃貸用資産から振替えた商品

の売上高が104,889千円含まれてお

ります。 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  車両売却益    876千円 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 4,800 520 － 5,320 

  （変動事由の概要） 

   平成18年1月27日開催の取締役会決議に基づき、平成18年2月27日に第三者割当増資を実施しており、 

   発行済株式数は520株増加し5,320株となっております。 

         

2.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内訳 
目的となる 

株式の種類 
前会計 

年度末 
増加 減少 

当中間会計

期間末 

当中間会計

期間末残高 

平成15年新株予約権 普通株式 6,600 － 5,688 912 － 

    (注)1.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

      2.平成15年新株予約権の減少は、平成18年1月6日開催の取締役会決議に基づき、付与時から現在に至

るまでに退職している新株予約権者の持分と4名の辞退者の持分を消却したことによる5,688株及び

権利行使による減少60株であります。 

 

4.配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,380 － － 6,380 

 

2.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内訳 
目的となる 

株式の種類 
前会計 

年度末 
増加 減少 

当中間会計

期間末 

当中間会計

期間末残高 

平成15年新株予約権 普通株式 852 － － 852 － 

     

4.配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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前事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 4,800 1,580 － 6,380 

      （変動事由の概要） 

      増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

      福岡証券取引所「Q－Board市場」への上場に伴う募集株式発行による増加   1,000株 

      第三者割当増資による増加                         520株 

      新株予約権の行使による増加                        60株 

2.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内訳 
目的となる 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

当事業年度

末残高 

平成15年新株予約権 普通株式 6,600 － 5,748 852 － 

    (注)1.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

      2.平成15年新株予約権の減少は、平成18年1月6日開催の取締役会決議に基づき、付与時から現在に至

るまでに退職している新株予約権者の持分と4名の辞退者の持分を消却したことによるもの5,688株

及び権利行使による減少60株であります。 

 

4.配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年1月 1日 
至 平成19年6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

現金及び現金同等物の中間会計期間

末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金   122,636千円 
預入期間３ヶ月超 
の定期預金    △25,856千円  
現金及び現金同等物 96,779千円 

 

現金及び現金同等物の中間会計期間

期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金    73,880千円 
預入期間３ヶ月超 
の定期預金    △27,060千円  
現金及び現金同等物 46,820千円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金   125,457千円 
預入期間３ヶ月超 
の定期預金    △26,457千円  
現金及び現金同等物 99,000千円 
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 (リース取引関係) 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年1月 1日 
至 平成19年6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

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 

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 

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期末残

高相当額 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 

相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

47,600 26,247 21,352 

車両運搬具 3,689 2,972 716 

工具器具 
及び備品 

2,900 2,698 201 

ソフト 
ウェア 

4,571 4,038 533 

合計 58,760 35,956 22,803 

  

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 

相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

47,600 35,682 11,917 

車両運搬具 3,689 3,388 300 

工具器具 
及び備品 

16,233 10,036 6,196 

合計 67,522 49,107 18,414 

  

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

47,600 31,992 15,607 

車両運搬具 3,689 3,227 461 

工具器具 
及び備品 

16,233 8,250 7,982 

ソフト 
ウェア 

4,571 4,495 76 

合計 72,093 47,966 24,127 

  

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内    11,034千円 
１年超      21,593 〃   
合計        32,628 〃   

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内    11,271千円 
１年超      23,473 〃   
合計        34,745 〃   

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内     13,297千円 
１年超       28,370 〃  
合計         41,667 〃   

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

支払リース料      6,327千円 
減価償却費相当額  6,967 〃 

支払利息相当額      581 〃 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

支払リース料      6,921千円 
減価償却費相当額  5,636 〃 

支払利息相当額     815 〃 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料     13,392千円 
減価償却費相当額 18,976 〃 

支払利息相当額    1,449 〃 

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  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、

残存価額を零として、中間貸

借対照表上の各科目の償却方

法に準じ、定率法または定額

法によっております。 

  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。 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減損

損失はありません。 

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

   

 

  利息相当額の算定方法 

  同左 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

     同左 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

   

 

  利息相当額の算定方法 

     同左 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

     同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年6月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 5,010 7,156 2,145 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 

内容 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 
19,720 

 

 

当中間会計期間末（平成19年6月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 6,213 8,648 2,434 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 

内容 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 
19,720 

 

 

前事業年度末（平成18年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 5,613 7,709 2,096 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 
19,720 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) 

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) 

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) 

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日) 

  関連会社がないため、該当事項

はありません。 

 

  関連会社がないため、該当事項

はありません。 

 

   関連会社がないため、該当事項

はありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年 6月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日) 

1株当たり純資産額 31,594円07銭 1株当たり純資産額 38,872円38銭 1株当たり純資産額 41,754円93銭 

1株当たり中間純利益 780円12銭 1株当たり中間純損失△2,913円44銭 1株当たり当期純利益 5,039円22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、新株予約

権（ストックオプション）の未行

使残高がありますが、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把

握できませんので、記載しており

ません。 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益については、潜在株式は存

在するものの1株当たり中間純損失

のため、記載しておりません。 

 

 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 4,504円33銭 

 

(注) 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 

損益計算書上の中間（当期）純利益(千円) 4,022 △18,587 28,516 

普通株式に係る中間（当期）純利益(千円) 3,373 △18,587 28,516 

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) 5,156          6,380 5,659 

    

潜在株式調整後1株当たり当期純利益    

 中間（当期）純利益調整額 － － － 

 普通株式増加額 ㈱ － － 672 

   （うち新株予約権） － － （672） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権1種類

（新株予約権の数 

912個） 

 

新株予約権1種類

（新株予約権の数 

852個） 
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(重要な後発事象) 

 

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

当中間会計期間 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

当社株式は、証券会員制法人福岡証券取引所の

承認を経て平成18年8月8日に福岡証券取引所「Q-

Board市場」に上場しております。上場に当た

り、平成18年7月6日開催の取締役会において、新

株式の発行を決議しました。 

①発行する株式の種類 普通株式   1,000  株 

 及び数 

②発行価額      １株につき 59,500  円 

③発行価額の総額          59,500千円 

④引受価額      １株につき 72,800  円 

⑤引受価額の総額          72,800千円 

⑥発行価格      １株につき 80,000  円 

⑦資本組入額     １株につき 36,400 円 

⑧資本組入額の総額         36,400千円 

⑨払込期日      平成18年8月7日 

⑩募集方法      ブックビルディング方式 

           による一般募集 

⑪資金の使途     運転資金 

 なお、平成18年8月7日に全額払込みが完了して

おります。 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

５ 販売の状況 

販売実績 

当中間会計期間における販売実績の内訳を示すと以下のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自 平成18年1月 1日 

至 平成18年6月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年1月 1日 

至 平成19年6月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年 1月  1日 

  至 平成18年12月31日） 
区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

商品販売（国内） 1,703,366 1,979,210 3,596,527 

商品販売（海外） 113,196 222,529 265,005 

その他 26,339 39,221 58,329 

合計 1,842,902 2,240,962 3,919,862 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


