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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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 29,830 5.2 282 △24.0 248 △37.5 93 △57.5

18年９月中間期 28,349 3.8 371 △41.1 397 △41.2 220 △41.5

19年３月期 57,477 5.3 842 △31.9 850 △36.0 383 △49.5

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９月中間期 10 12 －  

18年９月中間期 23 79 －  

19年３月期 41 47 －  

（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 21,688 9,843 45.4 1,063 88

18年９月中間期 21,103 9,773 46.3 1,056 25

19年３月期 20,880 9,855 47.2 1,065 18

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,843百万円 18年９月中間期 9,773百万円 19年３月期 9,855百万円

(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

19年９月中間期 972 △165 △83 4,575

18年９月中間期 22 △672 △83 4,097

19年３月期 △19 △792 △167 3,852

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 9 00 9 00 18 00

20年３月期（中間） 9 00 －

20年３月期（予想） － 9 00 18 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 62,500 8.7 700 △16.9 700 △17.7 350 △8.8 37 83
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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、17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 9,255,000株 18年９月中間期 9,255,000株 19年３月期 9,255,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 2,524株 18年９月中間期 2,307株 19年３月期 2,394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、25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

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ついて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。上記業績予想に関する事項につきましては添付資料の3ページ

の「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ○当期の概況

①当中間期は、世界的な食料の需給バランスの変化（ＢＲＩＣＳをはじめ発展途上国の経済成長、人口急増、ヘル

シー志向の強まりなど）や原油高騰による穀物のバイオ燃料への転換、エネルギーコスト自体のアップもあり

当社の仕入食材コストが急速に上昇し、お客様への売価改定が不十分なため、収益面で大変厳しい状況でした。

②まだまだ不透明ですが、リストラ効果や円安基調による輸出の好調で企業業績が回復、それに伴う一部人手不足、

人件費のアップ、地価上昇などがあり、景気自体は好況感が続いています。

ただ、個人所得は実質減少しており、将来への不安から消費支出は厳しい状況で推移しています。

③外食業界は統計を取り始めて以来、昨年初めて既存店べースで前年実績をクリアーし、その流れは本年上期も続

いています。ただ中味を見ますとファーストフード業態が牽引し、居酒屋、産業給食、ファミリーレストランな

どは低迷が続いています。

食の外部化が進む中、お客様の「財布のヒモ」が固いまま、また、中食、小売業惣菜と競合もあり「勝ち組」と

「負け組」の差が歴然としてきました。

④このような市場環境の中、営業政策として「広域営業の組織拡充」を行い、広域展開のお客様にサービスレベル

の向上を行いました。また「地域密着型営業の拡充」を図るべく「土浦営業所」「鹿児島支店」「沖縄営業所」

を新設し全国５１の事業所体制としました。

基本方針の一つに「行動力アップ」を掲げ、お客様の課題を解決すべく「組織的営業」「ワンツーワンマーケティ

ング」を実践しました。

営業活動の柱「秋季提案会」も８月～９月にかけ、当社初めての全国１２会場で開催、新製品を業界一早くお客

様に紹介しました。加えてメニュー提案　ヘルスケア市場向け提案　システム提案など、様々な企画を催し、新

記録の５,３００名のお客様の来場をいただき成功裡に終えました。

また、提案会では　当社女子社員で構成されている「ヘルシーＸプロジェクト」が　女性向け、団塊世代向けの

おいしいヘルシーメニューを紹介しました。「とろろナーラ」「ポカポカ☆カレー茶漬け」は、お客様から絶賛

され４００件強の引き合いをいただきました。

特に、「とろろナーラ」は、提案会終了後メニュー化したお客様が増えて来ており、ＰＢ商品化の要請もござい

ます。

⑤商品政策では、「和風惣菜」４品、「アルコール製剤」２品、「大根おろし」の７アイテムを開発・販売しまし

た。上期は、「得」（価格訴求品）の分野の新商品でしたが、下期にむけて「特」（高付加価値商品）の分野の

新商品を開発中でございます。

上期は、社内で営業スタッフを交え「新商品開発検討委員会」を立ち上げ、お客様ニーズにマッチした安全・安

心・環境・健康に配慮した商品開発をすすめています。

また、食用油高騰の中、油の節約を促進する食用油還元浄化装置「インスパイヤー」や、ノロウイルス対策に有

効な「クレベリン」の取リ扱い拡大に努めています。

　以上の結果、当期の業績につきまして売上高298億30百万円（前年同期比105.2％、14億80百万円増）、経常利益2億

48百万円（前年同期比62.5％、1億48百万円減）、中間純利益93百万円（前年同期比42.5％、1億26百万円減）と増収減

益となりました。

 ○通期の見通し

①通期の見通しにつきましては、引き続き厳しい状況が続きますが、お客様にメニュー提案やＰＢ提案を通じて食

材の売価改訂とお客様にメリットのある提案をすることを最重点課題として推し進めます。　

今年、１０月には、創業６０周年を迎え、お客様に感謝の気持ちを込めまして「記念特別セール」を全事業所で

強力に展開します。

また、営業基盤の強化・地域密着の強化を図るため、事業所の新設・増改築に取り組んでまいります。さらに、

「提案型営業」の実践のもと顧客満足をさらに深耕し、お客様との取引量の拡大、新規取引の開拓を推進して参

ります。

②「選択と集中」の戦略を、お客様、仕入先、商品について踏み込みキメ細かく業務遂行してまいります。その為

に、システム部を中心に、社内インフラの整備を進めます。

③人材育成については、新設の人事総務部を中心に人材活用・人間力を強化する人事制度、教育制度の拡充に取り

組みます。

④引き続き企業の社会的責任を果たすべく企業倫理、法令遵守、内部統制、環境問題、食育に取組み「すばらしき

オンリーワン企業」をめざしていく所存でございます。
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　以上により、通期の業績見通しといたしましては、売上高625億円（前期比108.7％）、経常利益7億円（前期比82.3％）、

当期純利益3億50百万円（前期比91.2％）と増収減益に修正いたします。

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産の状況

　当中間会計期間末における資産総額は216億88百万円となり、前中間会計期間末より5億84百万円増加いたしまし

た。

これは、主に現金および預金が前中間会計期間末より4億78百万円増加したことによるものです。

　負債総額は、118億44百万円となり、前中間会計期間末より5億13百万円増加いたしました。これは、主に売上の増

加に伴い買掛金が5億37百万円増加したことによります。

　また、純資産につきましては、98億43百万円となり、70百万円増加いたしました。

これは、主に利益剰余金が増加したことによります。

 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および現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より7億23百万円増加して45

億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の営業活動による資金収支は、9億72百万円の収入となりました。

　これは、売上高増加に伴う仕入債務の増加額が7億3百万円であったことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の投資活動による資金収支は、1億65百万円の支出となりました。

　これは、有形固定資産の取得額が1億18百万円であったことと新設事業所の保証金の差入による支出額が58百万

円であったことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の財務活動による資金収支は、83百万円の支出となりました。

　これは、前期末配当金の支払額83百万円であったことが主な要因であります。

 なお、キャッシュ・フロー指標は次の通りであります。

直近３中間会計期間 直近２会計年度

17年９月期 18年９月期 19年９月期 18年３月期 19年３月期

自己資本比率（％） 46.2 46.3 45.4 47.7 47.2

時価ベースの自己資本比率（％） 43.0 43.9 38.0 52.0 42.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

 （注）　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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いが

発生していないため、記載しておりません。

(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につきましては、安定的にかつ継続して配当を行うことが、最も重要であると考えて

おります。

　今後につきましても、株主重視の基本方針を堅持してまいる所存であります。

　内部留保につきましては、財務体質の充実を図りながら、経営体制の効率化・省力化のための投資などに積極的に

活用し、企業体質と競争力の強化に取り組んでまいります。

　以上の考えのもとに、当期の配当金は、１株につき18円（中間配当金9円を含む）を予定しております。
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(4）事業等のリスク

   ①　当社の事業内容及び業績の変動要因について

 当社は、全国を商圏として外食産業等に対する食品材料の卸売業を営んでおります。業種柄、当社の取扱品目

は多岐にわたっており特定品目または特定取引先に依存している事実はありませんが、景気動向、個人消費動向

の変化による外食産業界の業況等により当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社の主要取扱品目である食品材料の一部においては、大幅な為替変動等により仕入価格が変動する場

合があり、当該仕入価格の上昇を販売価格へ転嫁できない場合には、利益率が低下する等当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

　当社は、これらに対応するべく全社を挙げて自社ブランド商品の売上拡大、中食・給食分野への取組を強化し

ておりますが、当社への投資に当たりましては、今後とも外食産業の低迷や競争激化、為替変動により当社の業

績が変動する可能性があることについて留意する必要があります。

②　食品衛生について

 当社が取扱う「食」に関する商品については、その性格上、品質管理、食品衛生管理には、細心の体制確立が

求められます。当社におきましても、商品の配送・納品については、３温度帯の冷凍車を全事業所にて配置する

など、品質劣化のないよう対応しており、また、製造委託工場の品質管理体制については、現地を視察し、改善

すべき点については改善してもらう等の協議体制を整えており、品質管理、食品衛生管理には、万全の注意を

払っております。

　当社では、過去において食品の安全・衛生管理上の重大な問題が発生した事例はありませんが、当社が管理し

取扱う食品において、今後何らかの問題が発生した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況

　当社の非連結子会社の株式会社マルモ・オイエは、解散決議を行い、会社清算中であります。なお、当期の損益に与え

る影響は軽微であります。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、昭和22年の創業以来、業務用食品卸売業を本業として、主に外食産業の発展に寄与することを使命として

まいりました。

　さらに食の市場の変化に対応するために、給食や中食の分野にも、その販路を広め事業の拡大を推し進めてまいり

ました。

　経営の基本は、当社の経営理念（下記ご参照）に示しておりますとおり、顧客第一主義の考えを基軸とし、存在感

のある企業となり、顧客の発展とともに成長し続けることであります。

　企業は、安定した業績を継続することによって、株主はもとより、社員・取引先・その他多くの関係先のご満足を

得られるものである、と確信しております。

　なお、社会経済の環境変化はめまぐるしく、顧客のニーズも多様化し、複雑化してまいりますが、常に的確で誠意

のある対応を心がけ、経営資源を最大限に有効活用する所存であります。

 【当社の経営理念】

 「私達は、自己の能力を啓発し、奉仕と感謝の心をもって

取引先にとってなくてはならない存在となり、

社員の幸福と企業の安定成長をはかり、

社会と食文化の発展に貢献する」

(2）目標とする経営指標

　当社は、効率化経営を展開し、収益体質の強化を図ることを経営方針の一つに掲げ、株主の皆様の視点に立って、

収益性を重視する観点から常に収益の向上に努め、コストの節減意識をもって企業経営に取り組んでまいります。

その指標として、自己資本当期純利益率（ROE）を採用しております。その中期的な目標数値として８％台の回復を目

指します。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は「中期経営計画」に基づき、次の五つの主要な戦略の取組により業績の拡大と社内構造変革に邁進してまい

ります。

①営業力強化

　少子・高齢化及びそれに伴う単身世帯の増加に伴い、外食市場の多様化が一層進む中で、お客様の要望も多岐に

わたっています。当社はお客様満足に的確、かつ迅速に応えていくために、商品開発はじめ当社の物流や情報シス

テムその他のあらゆる機能を結集することで業績拡大を実現していきます。

②商品開発の推進

　当社のプライベートブランドを中心とした商品開発は長年の実績があり、お客様から大きな支持をいただいてお

ります。

　また、「ヘルシーＸプロジェクト」によるメニュー提案も健康を切り口としてさらに進化させていきます。

　今後も安全・安心・健康・環境への配慮を基本に商品開発機能を強化し、市場に対応した商品提供をしてまいり

ます。

③物流機能の強化

　お客様の広域にわたる多店舗展開に伴い、それをフォローする物流機能の強化、効率的な物流の提案はますます

重要性を増しております。首都圏を中心とした新設拠点の強化を中心に、既存事業所の拡充も積極的に行ってまい

ります。

④人材の育成

　食品卸売業にとって、人材は大きな経営資源です。よって新入社員教育をはじめとして1人ひとりの能力開発計画

に基づき、「階層別教育」、「職能別教育」の充実を図っていきます。

⑤企業の社会的責任の確立

　社会の一員たる企業として全社員に法令遵守の徹底をしていくとともに、内部統制監査制度への対応についても

真摯に取り組んでまいります。

　また全国の事業所において取得が完了したISO14001への取組も継続して実施していきます。

(4）会社の対処すべき課題

 ① ロ－コスト・オペレーションの実践

景気動向に揺るがされることなく、継続的に収益を確保できる体質を強化するため、ローコスト・オペレーショ

ンを目指し、より慎重に費用対効果を検証し、実効性のある予算実績管理機能を発揮していきます。 

 ② 利益の確保 

当中間期の営業利益の減少を真摯に受け止め、売上総利益率の低下への対処としては、仕入先の選択と集中、仕

入価格の見直しを行い、さらには、国際商品の価格変動への対処としては、信頼のおける仕入先との関係を強化

し、そのリスクを回避していきます。また、販売価格の見直しを行い、自社ブランド商品の開発と販売に努力し

ていきます。

自己資本当期純利益率（ROE)は、1.0％であります。その中期的な目標数値である8％台の回復を目指すべく、利

益確保の体制整備を行ってまいります。

 ③ 物流体制の整備

物流費の削減への対処としては、物流機能の強化を目指し、設置した物流部のもと、事業所倉庫内のＩＴ活用に

よる効率化、配送効率の改善、運行燃費の改善を進めていきます。

 ④ 環境問題取組と組織運営への対処

地球環境保護の観点から全事業所でのISO14001認証取得を目指し、平成13年から5年かけて、平成18年5月、本社

及び卸売部門の事業所45サイトでの認証取得を果し、全社的なISO活動を展開できる体制が整いました。

この間、社員の環境問題への取組に対する意識が高まり、省エネルギーの推進のみならず商品管理に対する視点、

廃棄物の削減意識も高まり、法令遵守・組織運営の重大さを認識させることができました。

今後、ISOで習得したPDCAサイクルを本社と全事業所でのマネジメントにも活用し継続的改善を進めることによ

り、会社全体の業務にPDCAをさらに浸透させて、計画段階の精度を上げて、確実な改善に結び付けていきま

す。

現在、進めている内部統制監査制度の構築に当っても、ISOで培った文書化と管理手法を会社運営に生かせる好

機と捉え、緊張感のある組織運営を行います。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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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30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31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           

現金及び預金  4,097,711   4,575,944   3,852,710   

受取手形 ※４ 48,805   52,470   35,031   

売掛金  7,223,814   7,186,770   7,177,076   

有価証券  2,000   515,587   217,807   

たな卸資産  1,388,647   1,616,868   1,376,662   

その他  466,024   515,939   601,289   

貸倒引当金  △27,698   △31,226   △31,167   

流動資産合計   13,199,305 62.5  14,432,356 66.5  13,229,409 63.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

建物  1,171,772   1,130,632   1,160,493   

建物付属設備  643,279   671,201   608,824   

土地 ※２ 2,216,725   2,226,250   2,226,250   

その他  165,884   154,854   156,945   

有形固定資産合計  4,197,662  19.9 4,182,937  19.3 4,152,513  19.9

(2）無形固定資産  60,569  0.3 57,161  0.3 60,288  0.3

(3）投資その他の資産           

投資有価証券  2,180,687   1,000,385   1,425,944   

保証金  1,059,214   1,066,748   1,021,777   

長期性定期預金  －   500,000   500,000   

その他  502,400   631,070   647,652   

貸倒引当金  △96,144   △182,643   △156,618   

投資その他の
資産合計

 3,646,157  17.3 3,015,561  13.9 3,438,756  16.4

固定資産合計   7,904,389 37.5  7,255,659 33.5  7,651,558 36.6

資産合計   21,103,694 100.0  21,688,016 100.0  20,880,968 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31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           

支払手形 ※４ 1,122   1,863   1,030   

買掛金 ※２ 8,949,906   9,487,199   8,784,991   

未払法人税等  198,397   137,841   45,467   

賞与引当金  317,626   217,000   242,802   

その他 ※３ 825,853   897,863   873,685   

流動負債合計   10,292,906 48.8  10,741,768 49.5  9,947,977 47.6

Ⅱ　固定負債           

退職給付引当金  695,369   735,877   719,476   

役員退任慰労引当
金

 183,405   198,333   190,782   

その他  158,845   168,495   167,045   

固定負債合計   1,037,619 4.9  1,102,705 5.1  1,077,303 5.2

負債合計   11,330,525 53.7  11,844,473 54.6  11,025,281 52.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

資本金   1,305,700 6.2  1,305,700 6.0  1,305,700 6.2

資本剰余金           

資本準備金  1,233,690   1,233,690   1,233,690   

資本剰余金合計   1,233,690 5.9  1,233,690 5.7  1,233,690 5.9

利益剰余金           

利益準備金  154,131   154,131   154,131   

その他利益剰余
金

          

別途積立金  4,600,000   4,600,000   4,600,000   

繰越利益剰余金  2,323,472   2,414,113   2,403,748   

利益剰余金合計   7,077,603 33.5  7,168,244 33.1  7,157,879 34.3

自己株式   △1,776 △0.0  △1,980 △0.0  △1,862 △0.0

株主資本合計   9,615,216 45.6  9,705,654 44.8  9,695,406 46.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金

  157,951 0.7  137,888 0.6  160,280 0.8

評価・換算差額等
合計

  157,951 0.7  137,888 0.6  160,280 0.8

純資産合計   9,773,168 46.3  9,843,542 45.4  9,855,687 47.2

負債・純資産合計   21,103,694 100.0  21,688,016 100.0  20,880,968 100.0

           

尾家産業株式会社（7481）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 8 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   28,349,937 100.0  29,830,294 100.0  57,477,519 100.0

Ⅱ　売上原価   23,558,847 83.1  24,962,379 83.7  47,808,462 83.2

売上総利益   4,791,089 16.9  4,867,914 16.3  9,669,056 16.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  4,419,438 15.6  4,585,397 15.4  8,827,003 15.4

営業利益   371,651 1.3  282,517 0.9  842,053 1.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  47,593 0.2  49,697 0.2  100,766 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  22,152 0.1  83,884 0.3  92,341 0.1

経常利益   397,092 1.4  248,330 0.8  850,478 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  8,793 0.0  751 0.0  9,393 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  1,850 0.0  23,059 0.1  136,073 0.2

税引前中間
（当期）純利益

  404,035 1.4  226,022 0.7  723,798 1.3

法人税、住民税
及び事業税

 185,434   125,970   364,127   

法人税等調整額  △1,530 183,903 0.6 6,413 132,383 0.4 △24,011 340,116 0.6

中間(当期)純利益   220,132 0.8  93,638 0.3  383,682 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（自平成18年４月１日　至平成18年９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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日

残高

（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,400,000 2,399,714 6,953,845 △1,776 9,491,458

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当（注）

（千円）
－ － － － － △83,274 △83,274 － △83,274

利益処分役員賞与(注）

（千円）
－ － － － － △13,100 △13,100 － △13,100

別途積立金の積立（注）

（千円）
－ － － － 200,000 △200,000 － － －

中間純利益

（千円）
－ － － － － 220,132 220,132 － 220,132

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

－ － － － 200,000 △76,242 123,757 － 123,757

平成18年９月30日

残高

（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,323,472 7,077,603 △1,776 9,615,216

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18年３月31日　

残高

（千円）

166,173 166,173 9,657,632

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当（注）

（千円）
－ － △83,274

利益処分役員賞与（注）

（千円）
－ － △13,100

別途積立金の積立（注）

（千円）
－ － －

中間純利益

（千円）
－ － 220,132

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

△8,221 △8,221 △8,221

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

△8,221 △8,221 115,536

平成18年９月30日　

残高

（千円）

157,951 157,951 9,773,168

 （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４月１日　至平成19年９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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日

残高

（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,403,748 7,157,879 △1,862 9,695,406

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

（千円）
－ － － － － △83,273 △83,273 － △83,273

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △117 △117

中間純利益

（千円）
－ － － － － 93,638 93,638 － 93,638

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

－ － － － － 10,364 10,364 △117 10,247

平成19年９月30日

残高

（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,414,113 7,168,244 △1,980 9,705,654

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19年３月31日　

残高

（千円）

160,280 160,280 9,855,687

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当（千円） － － △83,273

自己株式の取得（千円） － － △117

中間純利益

（千円）
－ － 93,638

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

△22,392 △22,392 △22,392

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

△22,392 △22,392 △12,145

平成19年９月30日　

残高

（千円）

137,888 137,888 9,843,542
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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４月１日　至平成19年３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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　
残高
（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,400,000 2,399,714 6,953,845 △1,776 9,491,458

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)
（千円）

－ － － － － △83,274 △83,274 － △83,274

剰余金の配当
（千円）

－ － － － － △83,274 △83,274 － △83,274

利益処分役員賞与(注)
（千円）

－ － － － － △13,100 △13,100 － △13,100

別途積立金の積立(注)
（千円）

－ － － － 200,000 △200,000 － － －

自己株式の取得
（千円）

－ － － － － － － △86 △86

当期純利益
（千円）

－ － － － － 383,682 383,682 － 383,682

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 200,000 4,034 204,034 △86 203,947

平成19年３月31日　
残高
（千円）

1,305,700 1,233,690 1,233,690 154,131 4,600,000 2,403,748 7,157,879 △1,862 9,695,406

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18年３月31日　
残高
（千円）

166,173 166,173 9,657,632

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)
（千円）

－ － △83,274

剰余金の配当
（千円）

－ － △83,274

利益処分役員賞与(注）
（千円）

－ － △13,100

別途積立金の積立(注)
（千円）

－ － －

自己株式の取得
（千円）

－ － △86

当期純利益
（千円）

－ － 383,682

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）
（千円）

△5,892 △5,892 △5,892

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,892 △5,892 198,055

平成19年３月31日　
残高
（千円）

160,280 160,280 9,855,687

 （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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 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

 404,035 226,022 723,798

減価償却費  104,638 102,725 212,079

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △1,357 26,083 71,985

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 29,850 △25,802 △44,974

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 △32,876 16,400 △8,769

役員退任慰労引当金
の増加額

 9,121 7,551 16,498

役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

 － △22,000 22,000

受取利息及び受取配
当金

 △18,433 △20,582 △42,643

複合金融商品評価損  22,121 82,689 92,191

有形固定資産売却益  △5,634 － △5,634

有形固定資産除却損  － 130 21,405

店舗閉鎖損  － － 87,819

投資有価証券売却益  △865 － △865

投資有価証券評価損  － 7,977 1,748

会員権評価損  － 2,857 －

売上債権の増加額  △1,034,911 △27,132 △974,399

たな卸資産の増加額  △151,089 △240,206 △139,104

その他流動資産の減
少額（△増加額）

 81,216 64,799 △49,231

営業保証金の増加額  △6,110 △6,795 △18,088

更生債権等の減少額
（△増加額）

 2,369 50,076 △130,766

仕入債務の増加額  878,027 703,040 713,019

未払金の増加額
（△減少額）

 21,885 △18,041 28,051

未払消費税等の減少
額

 △19,997 △8,011 △25,126

未払費用の増加額  98,811 23,420 96,644

その他流動負債の増
加額（△減少額）

 △5,258 27,385 △8,642

その他固定負債の増
加額（△減少額）

 △200 1,450 8,000

役員賞与の支払額  △6,550 － △13,100

小計  368,793 974,037 633,896

利息及び配当金の受
取額

 17,688 19,700 42,014

法人税等の支払額  △364,283 △21,008 △695,115

営業活動による
キャッシュ・フロー

 22,198 972,729 △19,203
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

有価証券の売却（償
還）による収入

 100,000 2,000 100,000

有形固定資産の取得
による支出

 △52,897 △118,750 △104,759

有形固定資産の売却
による収入

 75,710 － 75,710

無形固定資産の取得
による支出

 △14,286 △1,724 △19,055

投資有価証券の取得
による支出

 △801,625 △2,278 △833,292

投資有価証券の売却
等による収入

 1,391 － 501,391

保証金の差入による
支出

 △85 △58,639 △56,674

保証金の返還等によ
る収入

 22,403 20,464 50,498

会員権の売却等によ
る収入

 1,000 － 1,000

保険積立金に係る
保険料の支出

 △4,538 △4,129 △8,668

長期性定期預金の預
入による支出

 － － △500,000

その他投資の減少額
（△増加額）

 823 △2,923 1,671

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △672,104 △165,982 △792,178

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

自己株式の取得によ
る支出

 － △117 △86

配当金の支払額  △83,808 △83,395 △167,246

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △83,808 △83,512 △167,332

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
増加額（△減少額）

 △733,714 723,234 △978,715

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,831,425 3,852,710 4,831,425

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 4,097,711 4,575,944 3,852,710
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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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

……総平均法による原価法

 (1）有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

同左 

 (1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式 

同左

 　　満期保有目的の債券

……償却原価法（定額法）

 その他有価証券

①　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

価は総平均法により算

定）

 なお、組込デリバティブ

を合理的に区分して測定す

ることができない複合金融

商品については、複合金融

商品全体を時価評価し、評

価差額を当中間会計期間の

損益に計上している。

　　満期保有目的の債券

 同左

 その他有価証券

①　時価のあるもの

 同左

満期保有目的の債券

 同左

その他有価証券

①　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

価は総平均法により算

定）

 なお、組込デリバティブ

を合理的に区分して測定す

ることができない複合金融

商品については、複合金融

商品全体を時価評価し、評

価差額を当事業年度の損益

に計上している。

  ②　時価のないもの

 ……総平均法による原価法

   

(2）たな卸資産

②　時価のないもの

 　同左

 

(2）たな卸資産 

 ②　時価のないもの

 同左

   

(2）たな卸資産  

  商品

……月次総平均法による原価

法 

 商品

同左

 商品

同左

 (3）デリバティブ

 時価法

(3）デリバティブ

同左 

 (3）デリバティブ

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

主な耐用年数

建物　　　　　６～50年

建物付属設備　６～23年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (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

(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

　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いたして

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

　従業員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額を計上いたして

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

──────── 

(3）役員賞与引当金

────────  

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上いたしており

ます。
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項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 (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

る額を計上いたしております。

　数理計算上の差異は、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の

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

とといたしております。

(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、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

期末において発生していると認

められる額を計上いたしており

ます。

　数理計算上の差異は、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の

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

とといたしております。

 (5）役員退任慰労引当金

　役員の退任慰労金の支給に充

てるため、会社内規に基づく中

間会計期間末要支給額を計上い

たしております。

(5）役員退任慰労引当金

同左

(5）役員退任慰労引当金

　役員の退任慰労金の支給に充

てるため、会社内規に基づく期

末要支給額を計上いたしており

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、要求払い預金及び流動

性が高く、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投資（取得日

から３ヶ月以内に満期日または償還

日が到来するもの）を資金としてお

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

……税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ────────   ──────── （役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第4号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　これにより、従来の方法と比較して、営

業利益、経常利益、税引前当期純利益がそ

れぞれ22,000千円減少しております。

（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。これによる損益の影響はありませ

ん。なお、従来の資本の部に該当する金額

は9,773,168千円です。

　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）  

　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

準第5号　平成17年12月9日）及び「貸借対

照表の純資産の部に関する会計基準の適用

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

9,855,687千円であります。なお、財務諸表

等規則の改正により、当事業年度末におけ

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。　　　　　 

 

  ──────── （有形固定資産の減価償却の方法）

　法人税の改正に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形固

定資産（建物を除く）について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。これによる影響は軽微であり

ます。

 ──────── 

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　──────── 　当中間会計期間より平成19年3月31日以前

に取得した有形固定資産（平成10年4月1日

以降に取得した建物を除く）については、

償却可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら5年間で均等償却する方法によっておりま

す。これによ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）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
2,404,322千円          2,520,239千円         2,425,764千円 

※２　担保に供している資

産

   

土地 114,180千円        114,180千円        114,180千円

上記に対応する債務    

買掛金 159,945 142,377 153,115

※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、流動

負債の「その他」に含めて

表示いたしております。

同左 ―――

※４　期末日満期手形 　中間期末日満期手形の会

計処理については、手形交

換日をもって決裁処理して

おります。なお、当中間会

計期間の末日が金融機関の

休日であったため、次の中

間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれております。

同左 　期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日

をもって決裁処理しており

ます。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、

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 5,527千円 6,630千円     4,482千円

支払手形 651        864        487
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主

なもの
   

受取利息 2,548千円      5,514千円      4,547千円

※２　営業外費用のうち主

なもの

   

　　複合金融商品評価損 22,121千円       82,689千円  92,191千円

※３　特別利益のうち主な

もの
   

固定資産売却益    

土地 5,634千円  －千円  5,634千円

貸倒引当金戻入  －千円      751千円 －千円

※４　特別損失のうち主な

もの
   

  原状回復費用  1,850千円       －千円  －千円

  固定資産除却損    

建物附属設備 －千円 　 －千円      4,647千円

器具備品   － － 276

その他  －  130  －

 ────── ────── ──────

計     － 130      4,924

  店舗閉鎖損    

固定資産除却損（建

物附属設備等）
－千円 　－千円      16,481千円

中途解約違約金   － － 87,819

解体撤去工事費用  －  －  21,233

 ────── ────── ──────

計     － －      125,533

貸倒引当金繰入額（会

員権）
－千円 12,000千円 － 千円 

会員権評価損 －千円 2,857千円 － 千円 

投資有価証券評価損  －千円  7,977千円 － 千円 

　５　減価償却実施額    

有形固定資産 99,499千円       96,954千円        201,204千円

無形固定資産 4,412       5,771       　10,874 
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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４月１日　至　平成18年９月30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 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式 2,307 － － 2,307

合計 2,307 － － 2,307

２　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22日

定時株主総会
普通株式 83,274 9 平成18年3月31日 平成18年6月23日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月2日

取締役会
普通株式 83,274  利益剰余金 9 平成18年9月30日 平成18年12月5日

尾家産業株式会社（7481）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 20 －



当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式 2,394 130 － 2,524

合計 2,394 130 － 2,524

２　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19年5月9日

取締役会
普通株式 83,273 9 平成19年3月31日 平成19年6月7日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月7日

取締役会
普通株式 83,272  利益剰余金 9 平成19年9月30日 平成19年12月5日

尾家産業株式会社（7481）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 21 －



前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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 9,255,000 － － 9,255,000

合計 9,255,000 － － 9,255,000

自己株式

普通株式（注） 2,307 87 － 2,394

合計 2,307 87 － 2,394

 （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です。

２　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22日

定時株主総会
普通株式 83,274 9 平成18年3月31日 平成18年6月23日

平成18年11月2日

取締役会
普通株式 83,274 9 平成18年9月30日 平成18年12月5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）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月9日

取締役会
普通株式 83,273  利益剰余金 9 平成19年3月31日 平成19年6月7日
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（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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

　　　　　（平成18年9月30日現在）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

　　　　　（平成19年9月30日現在）

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

　　　　　（平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 4,097,711千円

現金及び現金同等

物
4,097,711

現金及び預金勘定 4,575,944千円

現金及び現金同等

物
4,575,944

現金及び預金勘定 3,852,710千円

現金及び現金同等

物
3,852,710

（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

に係る注記

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

 
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）

建物附
属設備

16,000 13,714 2,285

車両運
搬具

696,602 338,398 358,203

器具備
品

249,239 149,665 99,574

ソフト
ウェア

50,321 39,424 10,897

合計 1,012,164 541,202 470,961

 
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）

建物附
属設備

－ － －

車両運
搬具

818,895 333,472 485,423

器具備
品

174,643 108,752 65,891

ソフト
ウェア

38,209 14,861 23,347

合計 1,031,748 457,086 574,662

 
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）

建物附
属設備

16,000 14,857 1,142

車両運
搬具

732,566 341,998 390,567

器具備
品

216,354 134,978 81,375

ソフト
ウェア

45,186 38,807 6,379

合計 1,010,107 530,641 479,465

 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年内 178,919千円

１年超 297,581

計 476,500

１年内    193,679千円

１年超 386,350

計 580,030

１年内 175,014千円

１年超 309,705

計 484,719

 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 114,517千円

減価償却費相当額 110,820

支払利息相当額 3,540

支払リース料 108,134千円

減価償却費相当額 104,817

支払利息相当額 3,490

支払リース料 222,607千円

減価償却費相当額 215,504

支払利息相当額 6,823

 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

存価額を零とする定額法によって

おります。

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

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

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

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。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左

 

 

５　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

５　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

５　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年以内 91,999千円

１年超 207,993

計 299,992

１年以内     95,568千円

１年超 160,063

計 255,631

１年以内 99,587千円

１年超 192,020

計 291,607
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

　 時価
（千円）

差額
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

　 時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

   時価
（千円）

差額
（千円）

国債・地方債等 498,973 497,180 △1,793 499,587 498,540 △1,047 499,280 497,440 △1,840

社債 － － － － － － － － －

合計 498,973 497,180 △1,793 499,587 498,540 △1,047 499,280 497,440 △1,840

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 162,171 428,333 266,161 175,116 404,239 229,123 172,838 439,659 266,821

その他 1,102,126 1,079,754 △22,371 602,126 427,245 △174,880 602,126 509,934 △92,191

合計 1,264,297 1,508,087 243,790 777,242 831,485 54,242 774,964 949,594 174,630

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

(1）子会社株式及び関連会社株式

種類

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

子会社株式 24,500 24,500 24,500

合計 24,500 24,500 24,500

(2）その他有価証券

種類

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 131,125 142,400 150,377

非公募の内国債券 20,000 18,000 20,000

合計 151,125 160,400 170,377
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（デリバティブ取引の契約額等、時価

  及び評価損益の状況）

　当社は、当中間会計期間において利

用したデリバティブ取引は、他社株転

換条項付債券の取引のみでありま

す。

　なお、他社株転換条項付債券に係る

取引については、他社株転換条項に係

るオプション契約が債券に係る契約と

区分されていないため、時価等に関す

る事項は「有価証券関係」の注記に含

めて開示しております。

（デリバティブ取引の契約額等、時価

  及び評価損益の状況）

同左

(デリバティブ取引の契約額等、時価

及び評価損益の状況）

　当社が当事業年度において利用したデ

リバティブ取引は、他社株転換条項付債

券の取引のみであります。

　なお、他社株転換条項付債券に係る取

引については、他社株転換条項に係るオ

プション契約が債券に係る契約と区分さ

れていないため、時価等に関する事項は

「有価証券関係」の注記に含めて開示し

ております。

（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、非連結子会社を有するのみで

あり記載する事項はありません。

同左 同左

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,056円25銭 1,063円88銭 1,065円18銭

１株当たり中間（当期）純利益 23円79銭 10円12銭 41円47銭

 　潜在株式調整後１株当

たり中間純利益について

は、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

同左 　潜在株式調整後１株当

たり当期純利益について

は、潜在株式がないため、

記載いたしておりません。

１株当たり中間（当期）純利益の

算定上の基礎

 

・中間損益計算書上の中

間純利益

220,132千円

・中間損益計算書上の中

間純利益

93,638千円

・損益計算書上の当期純

利益

383,682千円

 

 

・普通株式に係る中間純

利益

220,132千円

・普通株式に係る中間純

利益

93,638千円

・普通株式に係る当期純

利益

383,682千円

 

 

 

・普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳

該当事項はありませ

ん。

・普通株主に帰属しない

金額の主要な内訳

該当事項はありませ

ん。

 

 

・普通株式の期中平均株

式数

9,252,693 株

・普通株式の期中平均株

式数

9,252,476株

・普通株式の期中平均株

式数

9,252,664株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

５．その他
該当事項はありません。
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