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（百万円未満切捨て） 

１. 平成 19 年９月中間期の業績（平成 19 年３月 21 日～平成 19 年９月 20 日） 

 （１） 経営成績                           （％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９月中間期 5,762   9.0 38    3.7 94    2.8 64   72.6 

18年９月中間期 5,284  15.0 37       － 92   270.2 37   118.2 

19 年３月期 11,429     － 151     － 269     － 106     － 

 

１ 株 当 た り 中 間 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株     
（ 当 期 ） 純 利 益 当たり中間（当期）純利益    

 円  銭 円  銭    
19年９月中間期 14   63 ―――    

18年９月中間期 8   47 ―――    

19 年３月期 24   23 ―――    

（参考） 持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19 年３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９月中間期 5,710 1,930 33.8 439    46
18年９月中間期 5,273 1,838 34.9 418    24

19 年３月期 6,005 1,907 31.8 433    91
（参考） 自己資本 19年９月中間期 1,930百万円 18年９月中間期 1,838百万円 19 年３月期 1,907 百万円 

 （３） キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物 
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

      百万円     百万円     百万円      百万円
19年９月中間期    409 △ 4 △  285 687
18年９月中間期 △   2 △ 22  78 511

19 年３月期 △ 442 △ 26    578 568

 

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 
   

   円 銭   円 銭  円 銭  
19 年３月期 － － 8 00 8 00  

20 年３月期 － － － －  

20年３月期(予想） － － 7 00
7 00 

 

（注）平成 19 年３月期期末配当金の内訳 特別配当１円 

 

３. 平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年３月 21 日～平成 20 年３月 20 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 11,500 0.6 90 △40.4 200 △25.7 100 △6.1 22 75 
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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、表示方法等の変更（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 会計基準等の改正に伴う変更   有 

② ①以外の変更          無 

（注）詳細は 18 ページ「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」をご覧ください。 

（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９月中間期 4,411,000株 18年９月中間期 4,411,000株 19年３月期 4,411,000株 

② 期末自己株式数           19年９月中間期      17,820株 18年９月中間期     15,320株 19年３月期      15,920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、24 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の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ます。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可能性があります。 

 なお、上記の業績予想に関連する事項は、添付資料の3ページに記載しております。 
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１. 経営成績  

 

 (1)経営成績に関する分析  

 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復による設備投資の拡大や雇用情勢の改善により、

回復基調を辿りました。一方、銅地金等原材料価格並びに原油価格の高騰が長期化しており、加えて金利上

昇懸念等先行きに不透明感が拭えない状況が続いております。 

 こうした情勢の中で、当社業績は前期から引き続き好調に推移しております。当中間会計期間の売上高は

5,762百万円（前年同期比9.0％増）となりました。利益面につきましては、売上が好調に推移したこと、債

権管理を強化したことにより不良債権の発生を極力抑えられたため、営業利益は38百万円（前年同期比3.7％

増）、経常利益は94百万円（前年同期比2.8％増）、中間純利益は64百万円（前年同期比72.6％増）となり

ました。 

 

 通期の見通しにつきましては、当社業績に連動する建設関連業界は、公共投資の減少が続く中、過当競争

が依然として続いております。原油価格の高騰と素材価格の値上がり、事業を取り巻く環境は楽観を許さな

い状況が続いており、不透明な状況は当会計期間においても継続すると予想されます。 

 こうした状況下、原材料価格の変動に対応しつつ、与信管理、回収管理を強化しながら貸倒れ等のリスク

を抑え、利益管理の強化を徹底し、適正利潤の確保に努めてまいります。 

 中期的な会社の経営戦略に基づき、以下の重点戦略を推進、実施してまいります。 

｢店舗戦略｣：出店エリアの特徴を生かした店舗展開を推進してまいります。これら店舗戦略により、当社の

強みである顧客第一の姿勢で、地域密着型での提案セールスを基本とした商圏の拡大・拡充・深耕を行い、

業績の向上を図ってまいります。 

｢仕入・物流戦略｣：集約・集中仕入対策を中心に仕入れ部門の一層の強化を図ってまいります。 

また、静岡県・神奈川県・東京都と東西に長く広がる営業拠点網を持つ当社といたしましては、物流コスト

の低減が不可欠です。新たな配送ネットワークの充実を目指してまいります。 

｢人事戦略｣：計画的かつ継続的な新規採用による人財の確保と組織運営強化のための人財育成が不可欠です。 

 自律自己責任に根ざした企業風土改革を押し進めてまいります。 

｢新商材への取組み｣：環境保護に伴う省エネ商品に積極的に取組み、新しい事業領域を広げ、付加価値の高

い業務を進めてまいります。 

 

 以上の重点戦略の推進、実施に向け全力を上げる所存ですが、原材料価格の変動が業績に大きく影響を及

ぼす業界環境の中で、好転に向けての不透明感が拭えない状況です。一方、今年度は、経営戦略の中核を担

う店舗展開等、中期的経営目標に向かっての人財獲得、研修強化による人財の育成・スキルアップ、管理会

計システムの構築等、将来への布石としての積極的な投資を推し進める予定です。また新たに制定された、

金融商品取引法に基づく内部統制監査対応を目的とした内部統制構築への投資も不可欠であると認識して

おります。 

 このような経営環境下、平成 20 年 3 月期の見通しにつきましては、売上高 11,500 百万円(前年同期比

0.6％増)、営業利益 90 百万円（前年同期比 40.4％減）、経常利益 200 百万円（前年同期比 25.7％減）、当

期純利益 100 百万円(前年同期比 6.1％減)を見込んでおります。 

 

 (2)財政状態に関する分析  

 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当中間会計期間末の資産につきましては、流動資産は前中間会計期間に比べ 12.6%増の 4,574 百万円と

なりました。増加の主な要因は、マンションや工場設備などの大型物件を中心とした全般的な売上金額の

増加に伴う現金及び預金、受取手形、売掛金の増加等によるものです。固定資産は、前中間会計期間に比

べ 6.2%減の 1,136 百万円となりました。減少の主な要因は投資有価証券の売却、長期営業債権が減少し

たことによるものです。 

 負債につきましては、流動負債は前中間会計期間に比べ 10.0%増の 3,623 百万円となりました。増加の

主な要因は短期借入金、支払手形、買掛金の増加によるものです。固定負債は前中間会計期間に比べ 11.3%

増の 156 百万円となりました。増加の要因は退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の増加によるもので

す。 

 純資産の部につきましては、前中間会計期間に比べ 5.0%増の 1,930 百万円となりました。主な増加要

因は、中間純利益の増加に伴う繰越利益剰余金の増加によるものです。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物は､以下に記載のキャッシュ・フローにより687百万円とな
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り前事業年度末と比べて119百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は409百万円（前年同期は2百万円の支出）となりました。これは主に、売

上債権の資金化によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は4百万円（前年同期比79.2％の減少）となりました。これは主に、営業

所建物の改修と、発注システム一部更新によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は285百万円（前年同期は78百万円の収入）となりました。これは主に、

短期借入金の返済によるものであります。 

 

 （参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 35.9 36.4 34.9 31.8 33.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.0 24.8 25.2 22.0 16.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％） 
290.2 811.3 － － 250.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 43.7 14.0 － － 36.2 

  自己資本比率……………………………自己資本÷総資産 

  時価ベースの自己資本比率……………株式時価総額÷総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率…有利子負債÷キャッシュ・フロー 

  （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ…キャッシュ・フロー÷利払い 

（注１）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注２）キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、収益力の向上と財務体質の強化

を図りながら、継続して安定的な配当を実施してまいります。 

 また、内部留保資金の使途については、経営体質の充実強化と共に将来の事業展開に向けた戦略的投資の

原資に備え、企業価値の向上に努めてまいります。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき、継続して普通株式一株あたり７円の期末配当を予定して

おります。 

 

(4)事業等のリスク  

 

① 事業環境について 

 当社の販売先は、約2,700社に及んでおり、１社当たりの販売金額も小口分散していることから、特定の

販売先に依存するリスクは低くなっております。 

 売掛債権の管理につきましては、すべての販売先について与信限度額を設定し債権管理をおこなうと共に、

特定の販売先についての財政状態の悪化に対しては個別に回収不能見込額を算定し貸倒引当金に計上して

おります。又、従来より売上債権保証契約を締結し、貸倒れのリスク回避に努めております。 

 しかしながら、当社の取引先は建設業関連業種であることから、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅

税制等の影響を比較的受けやすい傾向にあり、これらの事業環境の変化により今後の業績に影響を受ける可

能性があります。 

② 仕入割引の計上について 

 当社は、仕入代金の約85％を現金で支払っており、各仕入先との契約により仕入割引料を受領し、損益計

算書の営業外収益に計上しております。仕入代金の支払にあたっては、当社は今後とも現金支払率を上げて

ゆく方針でありますが、仕入割引率が変更になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２. 企業集団の状況  

 
当社は照明器具・電線等、電気機器電設資材を専門に取扱う卸売業者であり、関東・静岡県東部を地盤とし、

専業メーカーの商品を中心に電気工事・設備工事業者、法人企業（工場関連）を対象に販売を行っております。 
 
 
 

〔事業系統図〕 
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

事業系統図

メーカー 愛光電気株式会社 得意先商品仕入れ 商品販売

 
 

 
当社の取扱商品を品目別に示すと次のとおりであります。 

 
 

取扱商品分類 主要品目

照明器具（住宅用・施設用・非常用・店舗用）

電球・蛍光ランプ・ハロゲン電球・水銀灯・点灯管

高・低圧電力ケ－ブル・光ケ－ブル・ＬＡＮケ－ブル・合成ゴム電線 

警報用電線・耐熱用電線・耐火用電線

鋼管電線管・塩化ビニ－ル電線管・各種電線管付属品・ケ－ブルラック

分電盤・受配電機器・高圧受電設備・ブレ－カ－

制御機器（ＦＡ関連機器・シ－ケンサ・インバ－タ－） 

家電製品・住宅設備機器・通信機器・ＯＡ機器・音響機器 

防災セキュリティ・ビル監視設備・太陽光発電システム 

配線器具・配線材料・架線材料・碍子・電柱・鋼管ポ－ル・避雷針 

工具・計測機器

照明器具類 

電線・パイプ類 

開閉器・盤・制御機器類 

その他 

家電・住設・弱電機器類 
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３. 経営方針  

 

(1)会社の経営の基本方針  

 

 当社は、電気機器電設資材総合商社として「社会への貢献」「企業の永続」「社員の幸せ」の三つを調和

させ、お客様、仕入先、愛光電気株式会社の三者が共に生成発展する三位一体の使命感経営を実践し続ける

ことを経営理念とし、電気の総合商社を目指した地域密着型営業を推進してまいります。 

 このような経営理念の下、お客様の多様なニーズに対応した価値ある商品を提供、並びに環境問題にも積

極的に取組み、株主の皆様、お客様、お取引先、従業員、そして地域社会にとって価値ある企業であり続け

たいと考えております。なお、経営情報につきましても、より多くの皆様にご理解いただくため、IR活動を

強化し積極的に開示を行ってまいります。 

 

(2)目標とする経営指標  

 

 当社は、株主への利益還元として継続的安定配当を実現するために、事業バランスの取れた安定成長企業

を目指しています。このような観点から、当社は財務の健全性、収益性を客観的に示す指標として、財務面

につきましては自己資本比率を、収益面につきましては、売上高経常利益率並びに株主資本の効率的活用を

測る｢株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）｣を経営指標としてまいります。 

 
 (3)中長期的な会社の経営戦略  

 

 昨今の国内経済は、企業収益の改善による設備投資の拡大と雇用回復による個人消費の増加により、戦後

長のいざなぎ景気を超える長期間の景気回復局面にあったものの、本年に入り米国の信用力の低い個人向

け住宅融資（サブプライムローン）問題で、外需の下押し圧力が強まる恐れがあるなど、景気回復の持続へ

試練のときを迎えつつあります。加えて中国経済の過熱抑制、為替の変動リスク、原油価格のさらなる高騰

不安等、不透明な状況は必ずしも前途に楽観を許さない状況にあります。 

 当社業績に連動する建設関連業界につきましては、大局的には緊縮財政による公共投資の抑制、人口減少

社会での建設需要の減少が見込まれ、景気の先行きを慎重に見ざるを得ない状況下と認識しています。 

 このような現状認識の下、与信管理、回収管理を強化しながら貸倒れ等のリスクを抑え、着実な業績拡大

を目指すため、弊社は以下の重点戦略を推進、実施してまいります。 

 

① 店舗戦略 

 更なる営業拠点網の構築を推進してまいります。市場・立地戦略的には東京都・神奈川県・静岡県を

ターゲットに絞り、出店を加速してゆく所存です。但し、平成17年度を初年度とする中期経営３ケ年計

画に基づく営業拠点網の構築（平成19年度中までに５店舗の新規出店）が要員計画の遅れにより２拠点

に留まっている現状を鑑み、平成20年度を初年度とする新中期経営３ケ年計画を策定の上、出店計画を

推し進めてまいります。新規出店に際しては、通常の倉庫機能を持った店舗設営のみならず、物流配送

センターを中心に商物分離を基本とした、サテライト方式による小規模の営業拠点の構築も都心部では

有効であるため、出店エリアの特徴を生かした店舗展開を推進してまいります。これら店舗戦略により、

当社の強みである顧客第一の姿勢で、地域密着型での提案セールスを基本とした商圏の拡大・拡充・深

耕を行い、業績の向上を図ってまいります。 

② 仕入・物流戦略 

 公共投資の減少が続く中、過当競争が依然として続いております。また素材価格の上昇による仕入価

格の上昇を販売価格に転嫁するのは困難な状況下、粗利益率低下傾向に対し、店舗展開による売上増の

みでは利益確保が難しくなった昨今、集約・集中仕入対策を中心に仕入部門の一層の強化を図ってまい

ります。また、静岡県・神奈川県・東京都と東西に長く広がる営業拠点網を持つ当社といたしましては、

物流コストの低減が不可欠です。正確で迅速な配送に加え、ローコストオペレーション、リードタイム

の短縮を実現するため、新たな物流拠点の構築、ＩＴによる物流システムの構築を目指してまいります。 

③ 人事戦略 

 経営戦略を実行可能とする組織体制の強化と維持を図るためには、計画的かつ継続的な新規採用によ

る人財の確保と組織運営強化のための人財育成が不可欠であると確信しております。このためには、継

続的な人事制度改革（貢献度を報酬に反映させる成果主義の定着、社員のやる気を喚起する人事制度改

革の継続的な見直し）、研修強化による人財のスキルアップを実施してまいります。 

従業員一人ひとりが成果を求めて自律的に考え、企画立案したことに対し、チャレンジ精神をもって実

行し、その結果に対して責任をもつ自律自己責任に根ざした企業風土改革を推し進めてまいります。 
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④ 新商材、新規事業への取組み 

 当社の目標である事業バランス経営を推進するため、環境保護と光熱費０円生活を目指す『太陽光発

電システム』、ＩＨクッキングヒーターとエコキュートによる『オール電化』、室内環境の改善と省エ

ネのトータルソリューションを考えた『エコシルフィ』、災害停電時等緊急時の安全な避難誘導のため

の『消防認定品：高輝度蓄光式避難誘導素材α-Flash』等、新商材に積極的に取組み、新しい事業領域

を広げ、電気の総合商社として付加価値の高い業務を進めてまいります。 

 

 以上の重点戦略を基本に、マーケティング情報に基づく新規取引先の開拓によるシェア・アップを図ると

共に、Ｍ＆Ａを含めた商圏の拡大・拡充を進め、３年内には売上高130億円規模の事業バランスのとれた企

業への脱皮のみならず、企業市民の観点から環境保全に対しても積極的に対応し、品質と環境にも配慮した

役割を担ってまいります。 

 

 (4)会社の対処すべき課題  

 

 当社の属する電気機器電設資材卸業を取り巻く環境につきましては、首都圏に見られる大型施設の建設

増や都市の再開発が活況を呈している反面、主なターゲットである住宅、マンション建設においては、建

築基準法の改正による建築着工の遅延が見られます。また、銅地金の高止まりや原油価格高騰による資材

の更なる値上げ、建設現場における労働力不足に伴う人件費増など、主力販売先である電気工事業者の経

営環境は、厳しさを増す状況化にあるとも言われております。 

 当社は、中間流通業者としての役割を果たすべく、得意先とのコミュニケーションを一層深め、多様化

するニーズに応えていくことが 大の責務であると考えております。 

 具体的には、個々の案件に適した提案活動と価格対応、納期管理とデリバリーの迅速化、正確化が受注

の拡大につながるものと考えております。 

 これらに対処するために、提案営業強化のための早期の人財育成と、価格対応力強化のための集約・集

中仕入対策による仕入価格並びに物流コストの低減が引き続きの課題です。 

 正確で迅速な配送とリードタイムの短縮を実現するため、新たな物流拠点の構築、ＩＴによる物流シス

テムの構築が目下の課題です。 

 

(5)内部管理体制の整備・運用状況  

 

 当該事項につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第 10 条第３項に規定するコ

ーポレート･ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」

に記載しております。 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

なお、上記記載事項の将来に関する記載につきましては、当事業年度中間期末（平成19年９月20日）におい

て当社が判断したものであります。 
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４. 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９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月20日) 

対前中間期比 
前事業年度の要約貸借対照表 

(平成19年３月20日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（△印減） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金  511,865  687,776  568,479 

２．受取手形  1,722,964  1,843,986  2,136,742 

３．売掛金  1,375,299  1,736,764  1,846,063 

４．たな卸資産  419,929  275,944  231,101 

５．その他  92,010  80,494  122,854 

６．貸倒引当金  △60,694  △50,891  △63,047 

流動資産合計   4,061,374 77.0 4,574,074 80.1 512,700  4,842,195 80.6

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1) 建物 ※１ 277,937  262,123  268,438 

(2) 土地  437,490  415,040  415,040 

(3) その他 ※１ 65,362  44,790  47,995 

計  780,789  721,953  731,474 

２．無形固定資産  61,004  52,812  55,865 

３．投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  101,393  88,660  99,259 

(2) その他  349,802  326,206  344,402 

(3) 貸倒引当金  △81,152  △53,037  △67,606 

計  370,043  361,829  376,055 

固定資産合計   1,211,837 23.0 1,136,595 19.9 △75,241  1,163,396 19.4

資産合計   5,273,212 100.0 5,710,670 100.0 437,458  6,005,591 100.0

      

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形  373,923  437,264  393,083 

２．買掛金  854,118  888,716  872,966 

３．短期借入金  1,800,000  2,050,000  2,300,000 

４．未払法人税等  74,232  42,800  139,500 

５．賞与引当金  64,984  57,498  75,016 

６．役員賞与引当金  －  －  5,850 

７．その他 ※２ 126,823  147,236  165,644 

流動負債合計   3,294,082 62.5 3,623,516 63.5 329,433  3,952,060 65.8

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
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前中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月20日) 

対前中間期比 
前事業年度の要約貸借対照表 

(平成19年３月20日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（△印減） 

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金  99,042  108,098  101,442 

２．役員退職慰労引当金  41,631  48,432  44,999 

固定負債合計   140,674 2.6 156,531 2.7 15,856  146,441 2.4

負債合計   3,434,756 65.1 3,780,047 66.2 345,290  4,098,502 68.2

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   611,650 11.6 611,650 10.7 －  611,650 10.2

２．資本剰余金      

(1)資本準備金  691,950  691,950  691,950 

資本剰余金合計   691,950 13.1 691,950 12.1 －  691,950 11.5

３．利益剰余金      

(1)利益準備金  45,943  45,943  45,943 

(2)その他利益剰余金      

別途積立金  395,000  460,000  395,000 

繰越利益剰余金  82,964  116,341  152,213 

利益剰余金合計   523,908 10.0 622,285 10.9 98,376  593,157 9.9

４．自己株式   △5,380 △0.1 △6,113 △0.1 △733  △5,563 △0.1

株主資本合計   1,822,128 34.6 1,919,771 33.6 97,643  1,891,194 31.5

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券
評価差額金 

  16,327 0.3 10,851 0.2 △5,475  15,895 0.3

評価・換算差額等合計   16,327 0.3 10,851 0.2 △5,475  15,895 0.3

純資産合計   1,838,455 34.9 1,930,622 33.8 92,167  1,907,089 31.8

負債純資産合計   5,273,212 100.0 5,710,670 100.0 437,458  6,005,591 100.0
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(2)中間損益計算書  

  
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20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３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（△印減） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,284,806 100.0 5,762,247 100.0 477,440  11,429,142 100.0

Ⅱ 売上原価   4,423,930 83.7 4,889,275 84.9 465,344  9,598,480 84.0

売上総利益   860,876 16.3 872,971 15.1 12,095  1,830,661 16.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  823,821 15.6 834,556 14.4 10,734  1,679,629 14.7

営業利益   37,054 0.7 38,415 0.7 1,360  151,032 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  78,925 1.5 82,544 1.4 3,619  167,751 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  23,759 0.5 26,196 0.5 2,437  49,601 0.4

経常利益   92,220 1.7 94,763 1.6 2,542  269,183 2.4

Ⅵ 特別利益 ※３  － － 21,270 0.4 21,270  776 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4,5  577 0.0 139 0.0 △437  34,447 0.3

税引前中間（当期）
純利益 

  91,643 1.7 115,894 2.0 24,250  235,512 2.1

法人税、住民税及
び事業税 

 69,397  37,941  156,073 

法人税等調整額  △15,007 54,389 1.0 13,664 51,605 0.9 △2,783 △27,064 129,009 1.2

中間（当期）純利
益 

  37,253 0.7 64,288 1.1 27,034  106,503 0.9

      

 

 

 

 

（単位：千円）
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(3)中間株主資本等変動計算書  

前中間会計期間（自平成18年３月21日 至平成18年９月20日）                    （単位：千円） 
株主資本 

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 

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 

平成18年３月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 395,000 76,491 517,434 △4,889 1,816,144

中間会計期間中の

変動額    

 剰余金の配当

（注） ― ― ― ― ― △30,780 △30,780 ― △30,780

 中間純利益 ― ― ― ― ― 37,253 37,253 ― 37,253

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △490 △490

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 ― ― ― ― ― 6,473 6,473 △490 5,983

平成18年９月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 395,000 82,964 523,908 △5,380 1,822,128

 
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３月20日

残高 18,292 18,292 1,834,437

中間会計期間中の

変動額   

 剰余金の配当

（注） ― ― △30,780

 中間純利益 ― ― 37,253

 自己株式の取得 ― ― △490

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額 

（純額） 

△1,965 △1,965 △1,965

中間会計期間中の

変動額合計 △1,965 △1,965 4,017

平成18年９月20日

残高 16,327 16,327 1,838,455

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自平成19年３月21日 至平成19年９月20日）                    （単位：千円） 
株主資本 

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 

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 

平成19年３月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 395,000 152,213 593,157 △5,563 1,891,194

中間会計期間中の

変動額    

 別途積立金の積

立 ― ― ― ― 65,000 △65,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △35,160 △35,160 ― △35,160

 中間純利益 ― ― ― ― ― 64,288 64,288 ― 64,288

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △550 △550

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 ― ― ― ― 65,000 △35,872 29,127 △550 28,577

平成19年９月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 460,000 116,341 622,285 △6,113 1,919,771

 
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19年３月20日

残高 15,895 15,895 1,907,089

中間会計期間中の

変動額   

 別途積立金の積

立 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △35,160

 中間純利益 ― ― 64,288

 自己株式の取得 ― ― △550

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額 

（純額） 

△5,044 △5,044 △5,044

中間会計期間中の

変動額合計 △5,044 △5,044 23,533

平成19年９月20日

残高 10,851 10,851 1,930,622
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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３月21日 至平成19年３月20日）              （単位：千円） 
株主資本 

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 

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 

平成18年３月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 395,000 76,491 517,434 △4,889 1,816,144

事業年度中の変動

額    

 剰余金の配当

（注） ― ― ― ― ― △30,780 △30,780 ― △30,780

 当期純利益 ― ― ― ― ― 106,503 106,503 ― 106,503

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △673 △673

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 ― ― ― ― ― 75,722 75,722 △673 75,049

平成19年３月20日

残高 611,650 691,950 691,950 45,943 395,000 152,213 593,157 △5,563 1,891,194

 
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３月20日

残高 18,292 18,292 1,834,437

事業年度中の変動

額   

 剰余金の配当

（注） ― ― △30,780

 当期純利益 ― ― 106,503

 自己株式の取得 ― ― △673

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額 

（純額） 

△2,397 △2,397 △2,397

事業年度中の変動

額合計 △2,397 △2,397 72,652

平成19年３月20日

残高 15,895 15,895 1,907,089

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日）

対前中間期比 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（△印減） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

     

税引前中間（当期）純利益  91,643 115,894  235,512 

減価償却費  24,120 21,680  49,482 

減損損失  － －  26,217 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  5,881 6,656  8,281 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少） 

 3,763 3,433  7,130 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  7,965 △26,724  △3,228 

賞与引当金の増減額（△は減少）  10,984 △17,518  21,016 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  － △5,850  5,850 

受取利息及び配当金  △2,484 △2,561  △4,809 

支払利息  5,118 11,421  13,066 

投資有価証券売却益  － △2,401  △776 

有形固定資産除却損  － 139  8,229 

受取手形増減額（△は増加）  △250,449 292,756  △664,228 

売掛金増減額（△は増加）  231,419 109,299  △239,344 

商品増減額（△は増加）  △153,942 △44,842  34,885 

前払費用増減額（△は増加）  △5,559 △1,509  △1,137 

未収入金増減額（△は増加）  2,270 27,840  △18,015 

その他流動資産増減額（△は増加）  12,436 1,078  11,302 

破産・更生債権等の増減額（△は増加）  △7,878 20,155  △2,844 

支払手形増減額（△は減少）  △52,202 44,181  △33,043 

買掛金増減額（△は減少）  90,251 15,750  109,099 

未払金増減額（△は減少）  △10,455 7,198  8,682 

未払費用増減額（△は減少）  1,098 △1,751  2,101 

未払消費税等増減額（△は減少）  △5,245 △25,858  15,884 

預り金増減額（△は減少）  15,168 2,397  14,612 

その他  2,733 879  429 

小計  16,634 551,742 535,108 △395,643 

利息及び配当金の受取額  2,714 3,009  4,530 

利息の支払額  △6,149 △11,311  △14,195 

法人税等の支払額  △16,164 △133,702  △37,573 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,964 409,738 412,703 △442,882 

 

 

（単位：千円）
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前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日）

対前中間期比 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（△印減） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

     

有形固定資産の取得による支出  △15,358 △6,909  △16,656 

無形固定資産の取得による支出  △7,130 △4,131  △10,295 

投資有価証券の売却による収入  － 4,776  2,367 

投資有価証券の取得による支出  △193 △182  △370 

その他  △244 1,668  △1,179 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △22,926 △4,778 18,147 △26,133 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
     

短期借入金の増減額（△は減少）  310,000 △250,000  810,000 

社債の償還による支出  △200,000 －  △200,000 

自己株式の取得による支出  △490 △550  △673 

配当金の支払額  △30,647 △35,112  △30,725 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 78,862 △285,662 △364,524 578,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 － － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は

減少） 
 52,971 119,296 66,325 109,584 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  458,894 568,479 109,584 458,894 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
※ 511,865 687,776 175,910 568,479 
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(5)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18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法を採用しておりま

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）

を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法を

採用しております。 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 

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）を採

用しております。 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品 

移動平均法に基づく原価法

を採用しております。 

同左 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（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。 

(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 

旧定率法によっておりま

す。 

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 

旧定額法によっておりま

す。 

③ 平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定額法によっております。

建物以外 

① 平成19年３月31日以前に

取得したもの 

旧定率法によっておりま

す。 

② 平成19年４月１日以降に

取得したもの 

定率法によっております。

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税

法等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。 

 これに伴い、前中間会計期

間と同一の方法によった場

合と比べ、販売費及び一般管

理費が145千円増加し、営業

利益、経常利益、税引前中間

純利益がそれぞれ同額減少

しております。 

 

(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（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。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

(2)無形固定資産…定額法 (2)無形固定資産…定額法 (2)無形固定資産…定額法 ２．固定資産の減価償却の

方法  なお、ソフトウェア（自社

利用）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。 

同左 

 

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 

 

 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えて、賞与支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えて、賞与支給見込額の当事

業年度負担額を計上してお

ります。 

 (3)役員賞与引当金 

───── 

 

(3)役員賞与引当金 

───── 

 

(3)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞

与の支出に備えて、当事業年

度末における支給見込額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比

べて営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が5,850千

円減少しております。 

 (4)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。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4)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。 

 (5)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 

(5)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、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．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 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び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取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 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について 

 消費税等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について 

同左 

消費税等の会計処理について 

同左 
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(6)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３月21日 

至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

（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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は1,838百万円であります。 

 なお、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、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、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） 

 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 企業会計基準適用指針第８

号）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同額でありま

す。 

 なお、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、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

(7)中間財務諸表に関する注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月20日） 

前事業年度末 
（平成19年３月20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 

907,943千円 812,239千円 799,302千円

 

※２ 消費税等の扱い 

 

※２ 消費税等の扱い 

 

※２ 消費税等の扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が乏し

い為、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18年３月21日 

至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,231千円 受取利息 1,393千円 受取利息 2,544千円

仕入割引 71,156千円 仕入割引 77,610千円 仕入割引 152,636千円

    

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,118千円 支払利息 11,421千円 支払利息 13,066千円

売上割引 14,996千円 売上割引 14,552千円 売上割引 30,971千円
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前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

───── 
    貸倒引当金戻入額    18,868千円

  投資有価証券売却益   2,401千円
投資有価証券売却益 776千円

   

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損       577千円     固定資産除却損       139千円 固定資産除却損 8,229千円

  減損損失 26,217千円

   

※５ 減損損失 ※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

───── ─────   当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計

上しております。 

場所 用途 種類 減損損失

横須賀市
事業用 

資産 

建物附

属設備 

什器備

品等 

3,767千円

富士宮市
遊休 

資産 
土地 

22,450千

円

合 計 26,217千円

 

  当社は、事業用資産については主に

独立した会計単位である営業所単位

で、遊休資産については個別物件単位

で、資産のグルーピングを行っており

ます。 

  事業用資産のうち、営業活動から生

ずるキャッシュ・フローが継続してマ

イナスとなっている営業所について、

回収可能価額の見積りが僅少である

ことから全額を減損損失として計上

しております。 

  地価が下落している遊休資産につ

いては、減損処理の要否を検討し、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。なお、遊休資産

の回収可能価額は不動産鑑定士によ

る評価額をもとに正味売却価額によ

り測定しております。 

  減損損失の内訳は次のとおりであ

ります。 

 事業用資産 遊休資産

建物 2,199千円 －千円

構築物 442千円 －千円

車輌運搬具 59千円 －千円

工具器具備品 1,066千円 －千円

土地 －千円 22,450千円

合計 3,767千円 22,450千円

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,125千円 有形固定資産 14,495千円 有形固定資産 35,444千円

無形固定資産 6,994千円 無形固定資産 7,184千円 無形固定資産 14,038千円
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（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３月 21 日 至 平成 18 年９月 20 日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式  

普通株式 4,411,000 － － 4,411,000

合計 4,411,000 － － 4,411,000

自己株式  

普通株式（注） 13,820 1,500 － 15,320

合計 13,820 1,500 － 15,320

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,500 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

 ３．配当に関する事項 

  配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18年６月 16日定

時株主総会 
普通株式 30,780 7 平成18年３月20日 平成18年６月16日

 
当中間会計期間（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 19 年９月 20 日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式  

普通株式 4,411,000 － － 4,411,000

合計 4,411,000 － － 4,411,000

自己株式  

普通株式（注） 15,920 1,900 － 17,820

合計 15,920 1,900 － 17,820

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,900 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

 ３．配当に関する事項 

  配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月15日 

定時株主総会 
普通株式 35,160 8 平成19年３月20日 平成19年６月18日
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前事業年度（自 平成 18 年３月 21 日 至 平成 19 年３月 20 日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに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） 

発行済株式  

普通株式 4,411,000 － － 4,411,000

合計 4,411,000 － － 4,411,000

自己株式  

普通株式（注） 13,820 2,100 － 15,920

合計 13,820 2,100 － 15,920

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

 ３．配当に関する事項 

  (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月16日 

定時株主総会 
普通株式 30,780 7 平成18年３月20日 平成18年６月16日

 

  (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当金の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月15日 

定時株主総会 
普通株式 35,160 利益剰余金 8 平成19年３月20日 平成19年６月15日

 

（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３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 
 

（平成18年９月20日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 511,865 

現金及び現金同等物 511,865 
  

 
（平成19年９月20日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 687,776

現金及び現金同等物 687,776
  

 
（平成19年３月20日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 568,479

現金及び現金同等物 568,479
  

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20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 

───── ───── ───── 

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

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 36,324千円

１年超 64,017千円

合計 100,342千円
  

１年内 39,079千円

１年超 70,259千円

合計 109,338千円
  

１年内 35,577千円

１年超 56,042千円

合計 91,619千円
  

 

(減損損失について） 

 

(減損損失について） 

 

(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。 

 
同左 

 
同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月20日現在） 

1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

2.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

3.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） 

(1) 株 式 28,522 57,719 29,196 

(2) 債 券 － － － 

(3) その他 3,404 5,461 2,057 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 
小 計 31,927 63,180 31,253 

(1) 株 式 － －  － 

(2) 債 券 － －  － 

(3) その他 33,154 29,112 △ 4,041 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 
小 計 33,154 29,112 △ 4,041 

合 計 65,081 92,293  27,211 

 

4.時価評価されていない主な有価証券の内容 

種  類 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) 満期保有目的の債券 
    私募債 
(2) その他有価証券 
    非上場株式 

 
8,000 

 
1,100 

 

当中間会計期間末（平成19年９月20日現在） 

1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

2.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

3.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） 

(1) 株 式 27,264 48,288 21,024 

(2) 債 券 － － － 

(3) その他 － － － 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 
小 計 27,264 48,288 21,024 

(1) 株 式 309 280 △ 29 

(2) 債 券 － －  － 

(3) その他 34,200 31,291 △ 2,909 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 
小 計 34,510 31,571 △ 2,939 

合 計 61,774 79,860  18,085 

 

4.当中間会計期間中に売却したその他有価証券 

当中間会計期間 
（自平成19年３月21日 至平成19年９月20日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

4,776 2,401 － 

 

5.時価評価されていない主な有価証券の内容 

種  類 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) 満期保有目的の債券 
    私募債 
(2) その他有価証券 
    非上場株式 

 
8,000 

 
800 
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前事業年度末（平成19年３月20日現在） 

1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

2.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

3.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） 

(1) 株 式 27,408 54,470 27,062 

(2) 債 券 － － － 

(3) その他 3,404 5,730 2,326 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 
小 計 30,812 60,201 29,388 

(1) 株 式 － －  － 

(2) 債 券 － －  － 

(3) その他 33,154 30,258 △ 2,896 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 
小 計 33,154 30,258 △ 2,896 

合 計 63,967 90,459  26,492 

 

4.当事業年度中に売却したその他有価証券 

当事業年度 
（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

2,367 776 － 

 

5.時価評価されていない主な有価証券の内容 

種  類 貸借対照表計上額（千円） 

(1) 満期保有目的の債券 

    私募債 

(2) その他有価証券 

    非上場株式 

 

8,000 

 

800 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間会計期間（自平成18年３月21日 至平成18年９月20日）、当中間会計期間（自平成19年３月21日 至平成19年９月20

日）及び前事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 
 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 
 該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 
 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３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

 

１株当たり純資産額 418円24銭

１株当たり中間純利益
金額 

8円47銭

  

 

１株当たり純資産額 439円46銭

１株当たり中間純利益
金額 

14円63銭

  

 

１株当たり純資産額 433円91銭

１株当たり当期純利益
金額 

24円23銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日）

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日）

中間（当期）純利益（千円） 37,253 64,288 106,503 

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）（千円） 
( ― ) ( ― ) ( ― )

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
37,253 64,288 106,503 

期中平均株式数（千株） 4,396 4,394 4,395 
 

 

（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 

 

５. 生産、受注及び販売の状況  

販売実績 

 

 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

 

            期 別 

金      額 構成比 金      額 構成比 金      額 構成比

 照 明 器 具 類 941,839 17.8 1,030,553 17.9 2,244,389 19.6

 電 線 ・ パ イ プ 類 1,650,137 31.2 1,854,325 32.2 3,518,517 30.8

 開閉器・盤・制御機器類 1,110,893 21.0 1,245,118 21.6 2,557,068 22.4

 家電・住設・弱電機器類 1,025,326 19.4 1,041,825 18.1 1,900,408 16.6

 そ の 他 556,609 10.6 590,424 10.2 1,208,758 10.6

 合 計 5,284,806 100.0 5,762,247 100.0 11,429,142 100.0

（注）1. 商品の数量については、同一品目の中でも種類が多く、かつ仕様が多岐にわたるため、その記載を省略しております。 

2. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（単位：千円）

品目別 


