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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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 30,302 △9.1 769 △62.4 765 △63.2 485 △58.1

18年９月中間期 33,343 △2.9 2,049 16.7 2,081 13.5 1,160 49.6

19年３月期 66,205 － 3,590 － 3,636 － 1,994 －

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  2.11 －

18年９月中間期  5.05 －

19年３月期  8.69 －

（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）連結財政状態

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 64,047 41,413 64.6 180.48

18年９月中間期 65,862 41,391 62.8 180.38

19年３月期 65,501 41,669 63.6 181.60

（参考）自己資本 19年９月中間期 41,413百万円 18年９月中間期 41,391百万円 19年３月期 41,669百万円

(3）連結キャッシュ・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 1,506 △1,843 △673 11,597

18年９月中間期 2,430 △1,220 △619 14,523

19年３月期 2,736 △2,768 △1,371 12,605

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 2.50 2.50 5.00

20年３月期 2.50 －

20年３月期（予想） － 2.50 5.00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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 63,300 △4.3 2,400 △33.1 2,400 △34.0 1,300 △34.8 5.66
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結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（中間連結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　　　　　　　　有

（注）詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧く

ださい。

(3）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 239,487,500株 18年９月中間期 239,487,500株 19年３月期 239,487,500株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 10,038,896株 18年９月中間期 10,030,455株 19年３月期 10,033,747株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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 1,182 △7.6 669 △8.6 676 △7.6 619 △8.3

18年９月中間期 1,280 6.1 733 0.0 732 △0.1 676 △4.1

19年３月期 2,573 － 1,546 － 1,549 － 1,453 －

１株当たり中間
（当期）純利益

 円 銭

19年９月中間期 2.70

18年９月中間期 2.94

19年３月期 6.33

(2）個別財政状態

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 59,494 41,990 70.5 183.00

18年９月中間期 60,373 41,742 69.1 181.91

19年３月期 59,611 41,945 70.3 182.80

（参考）自己資本 19年９月中間期 41,990百万円 18年９月中間期 41,742百万円 19年３月期 41,945百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（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 2,450 △4.8 1,400 △9.4 1,400 △9.6 1,300 △10.5 5.66

※　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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

なる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「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

①　当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など、企業収益の好調さに支えら

れた回復基調が続いております。また、雇用情勢も厳しさがあるものの改善傾向が続き、個人消費も底堅く推移し

ております。

　このような状況のもと、当社グループにおける当中間連結会計期間の売上高は30,302百万円（前年同期比9.1％減）、

営業利益は769百万円（前年同期比62.4％減）、経常利益は765百万円（前年同期比63.2％減）、中間純利益は485百

万円（前年同期比58.1％減）となりました。

　なお、平成18年10月１日から韓国フランスベッド株式会社、France bed International (Thailand) Co.,Ltd.お

よび株式会社アドセンターの３社を連結子会社といたしましたため、前年同期には当該子会社の実績は含まれてお

りません。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(家具インテリア事業)

　家具業界の経営環境は、家具インテリア市場の規模縮小傾向の中、大型家具チェーンの積極的な出店、中国か

らの輸入家具の増加などに加え、原油価格の上昇に伴う原材料費の高騰など、国内メーカーにとっては依然とし

て厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループでは、高付加価値商品や高額品の販売を軸として「ショールーム政策」

に取り組んでおり、この政策を推進するにあたり、フランスベッド株式会社においては、既存の取引先との関係

強化に取り組む一方で、ハウスメーカーやマンションデベロッパーなどのこれまで販売実績が殆どなかった取引

先を対象として、新規開拓営業部門を新設するとともに、このショールームをこれら得意先の家具売場として活

用していただくことにより、家具小売店以外の販売チャネルの拡大にも取り組んでまいりました。

　当中間連結会計期間においては、これまでの14箇所のショールームに加え、広島市と旭川市、更には水戸市に

新たなショールームをオープンするとともに、鳥栖市のショールームを増床リニューアルオープンし、販売機会

の増大に努めました。

　また、商品政策においても、販路拡大を視野に入れ「いびき軽減まくら」や「健康機収納ソファ」などを新規

開発いたしました。

　一方、利益面においては、原油価格の上昇や円安の影響による輸入商品・原材料の仕入価格の上昇を補うべく、

物流効率の向上、ならびに人件費の削減に取り組んでまいりましたが、国内外のメーカーとの販売競争の激化に

より売上高が減少し固定費を吸収するには至りませんでした。

　以上の結果、家具インテリア事業の売上高は15,748百万円（前年同期比6.2％減）、営業損失109百万円（前年

同期は利益163百万円）となりました。

(介護福祉用具事業)

　レンタル売上については、昨年４月の介護保険法等の見直しに伴う軽度者（要支援１、要支援２及び要介護１）

に対する特殊寝台等の福祉用具貸与サービスの保険給付が制限されたことにより、大幅に減少いたしましたが、

医療機関との連携の強化等による中重度の新規レンタルサービス利用者の獲得、地域包括支援センターとのパイ

プの強化、およびベストポジションバーや歩行器等の促進による軽度者との取引拡大を図ることにより、売上高

の回復に努めてまいりました。

　また、「低床リクライニングベッド」、「うつぶせ寝ベッド」、軽度者を主な対象とした手すり（商品名「た

ちあっぷＦＢ」）等の新商品の展開、百貨店・量販店との新規販売ルートの拡充、吸引器等の在宅医療機器の販

売強化等による介護用品をはじめとした商品売上の拡大、および階段昇降機設置等の一般リフォーム取引の拡大

を図ることにより、介護保険に依存しない取引の強化を図ってまいりました。

　他方で、営業拠点の見直し、広告宣伝費をはじめとした「販売費及び一般管理費」の見直しによる経費の削減

を図りました。

　以上の結果、介護福祉用具事業の売上高は11,288百万円(前年同期比13.4％減)、営業利益は708百万円(前年同

期比55.1％減)となりました。

(その他事業)

　戸別訪問販売事業におきましては、新たな商材を投入することにより売上高の拡大に努めてまいりましたが、

厳しい市場環境により減収減益となりました。

　日用品雑貨販売事業におきましては、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを引き続き実施したことなどにより

回復基調となっております。

　以上の結果、その他事業の売上高は3,264百万円(前年同期比6.8％減)、営業利益は147百万円(前年同期比

37.8％減)となりました。
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②　当期の見通し

　国内経済は好調な企業収益に支えられた緩やかな回復が続くものと見込まれております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されますが、新

商品・新サービスを投入し業績の向上を図ってまいります。

　通期の見通しにつきましては、連結売上高63,300百万円、連結営業利益2,400百万円、連結経常利益2,400百万円、

連結当期純利益1,300百万円を予想しております。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比べて1,453百万円減少して

64,047百万円となりました。流動資産は前期末に比べて2,502百万円減少して36,110百万円となりましたが、主な増

減は受取手形及び売掛金の減少1,445百万円、有価証券の増加1,998百万円などであり、現預金は2,991百万円の減少

となりました。固定資産は前期末に比べて1,049百万円増加して27,936百万円となりましたが、増加の主なものは、

東北事業所新設などによる有形固定資産の増加618百万円であります。

　負債は、前期末に比べて1,197百万円減少して22,634百万円となりましたが、減少の主なものは、流動負債の支払

手形及び買掛金の減少218百万円やファクタリング未払金の減少207百万円、及び固定負債の退職給付引当金の減少

229百万円などであります。

　純資産は、中間純利益を485百万円計上したものの、剰余金の配当573百万円や、有価証券評価差額金の減少186百

万円などにより、前期末に比べて256百万円減少して41,413百万円となりました。

　この結果、自己資本比率は前期末の63.6％から64.6％に増加いたしました。

②　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)

　当中間連結会計期間（以下「当期」という。）の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の収入額よ

り924百万円少ない1,506百万円の収入超過となりました。前年同期より収入額が減少した主な要因は、税金等調

整前中間純利益が前年同期に比べて777百万円減少して1,305百万円となったことであります。

(投資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・フローは、前年同期の支出額より622百万円多い1,843百万円の支出超過となりま

した。前年同期より支出額が増加した主な要因は、当期において有形固定資産の売却による収入が617百万円あっ

たものの、賃貸用資産取得のための支出額が増加したことなどより、有形固定資産取得のための支出額が前年同

期に比べて237百万円増加して1,496百万円となったことや、投資有価証券の取得586百万円をおこなったことなど

であります。

(財務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・フローは、配当金の支払572百万円などにより、前年同期とほぼ同額の673百万円

の支出超過となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前期末に比べて1,008百万円減少して、11,597

百万円となりました。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

(参考)

平成16年９月期

(６ヶ月)

(参考)

平成17年３月期

(６ヶ月)

平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期
中間期末 期末 中間期末 期末

自己資本比率(％) 56.7 60.5 61.5 61.7 62.8 63.6 64.6

時価ベースの自己資本比

率(％)
90.9 100.8 94.2 99.9 88.8 83.7 59.4

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率(年)
－ － 0.9 1.3 1.0 1.9 1.7

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍)
14.1 7.7 68.3 50.9 61.0 29.3 29.7

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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

４．有利子負債は連結(中間連結)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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主価値を最大化していくために、株主に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけて

おり、安定的な配当の継続に努めることを基本方針としております。

　当中間連結会計期間におきましては、上記方針に基づき、中間配当金は１株当たり２円50銭といたします。

　なお、内部留保資金につきましては、より一層の財務体質の強化を図るとともに、新製品の開発や更なる成長に

つながる戦略的な事業への投資等に充当することにより、将来における経営体質の強化に努めてまいります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであ

ります。

①　当社グループの事業環境について

ａ　当社グループがおこなっている家具インテリア事業の取引先が属する市場は、景気動向、地価動向及び住宅税

制等の影響を比較的受け易い傾向にあります。従って、景気の低迷による所得の減少、市場金利の上昇、地価上

昇及び住宅税制の課税強化等により、同市場の需要が減少した場合には、売上高が減少し、取扱製商品の販売価

格が下落する等により利幅が縮小する可能性がある他、取引先の経営状態の悪化や、貸倒れの発生等により当社

グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ　当社グループがおこなっている介護福祉用具事業は、介護保険制度に大きく依存しております。従って、この

介護保険制度の改定等がおこなわれた場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

ｃ　当社グループがおこなっているその他事業の内、戸別訪問販売事業は、法律の規制を受ける事業であるため、

関係法律の改定等がおこなわれた場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。また、日用品雑貨販売事業は、消費者の感性やファッション性、プライスライン及び店舗環境等

により、業績が左右されるため、当社グループが市場の変化を十分に予測できず、魅力ある商品を提供できない

場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

②　製品の欠陥について

　当社グループは各工場において、ＪＩＳ規格及び同規格よりも厳しい独自の品質基準に基づくＦＥＳ規格(FRANCEBED

　ENGINEERING　STANDARDS)に則して各種の製品を製造しております。
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　しかし、すべての製品について欠陥が発生しないという保証はありません。また、当社グループは製造物責任賠

償に係る保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はあり

ませんし、引き続きこのような保険に加入できるとは限りません。

　万一製品の欠陥を生じ、当社グループが賠償責任を負う場合、また顧客の安全のために大規模なリコールを実施

した場合等においては、多額のコストを発生することとなり、さらに製品に対する評価を大幅に低下させ、ブラン

ドを毀損した場合には、売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③　個人情報漏洩等について

　当社グループは、事業の特性上大量の顧客情報等の個人情報を取扱っており、個人情報保護には特に配慮して対

策を進め事業活動をおこなっておりますが、万一個人情報の漏洩があれば、法的責任を負う可能性がある他、信用

を大きく毀損することとなり、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④　信用について

　当社グループは様々な営業取引をおこなっており、取引先の信用悪化や経営破綻等による損失が発生する信用リ

スクを負っております。

　従って、当該リスクを管理するために、取引先毎に取引限度額や代金決済方法等を定め、更に債権保全委員会を

設置して機動的な運営をおこなっております。

　しかし、このリスクを全て排除することは困難でありますので、取引先の信用悪化や経営破綻等があれば当社グ

ループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　為替変動等について

　当社グループは原材料及び取扱製商品の輸出入取引をおこなっており、それらに係る外貨建金銭債権債務(外貨建

予定取引を含む。)について、為替相場の変動リスクを有しております。そのため当社グループは、為替相場の変動

によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引をおこなっておりますが、間接的な影響を含め、これをすべて

排除することは困難であります。従って、為替相場の変動が当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。

　また、当社グループの輸出入取引は、アジア・ヨーロッパを中心とした複数の国々とおこなっており、今後とも

その取引高は増えていくことを想定しております。従って、各国の経済情勢の変化及び災害の発生等に伴う輸出入

環境の変化が当社グループの業績と財務状況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
 

(事業系統図)
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　なお、最近の有価証券報告書（平成19年６月20日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略いたします。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「創造と革新により『豊かさとやさしさ』のある暮らしの実現に貢献するヒューマンカンパニー

を目指す」を経営理念に掲げ、消費者にご満足いただける付加価値の高い新商品・新サービスの提供に努めてまい

ります。

　また、グループ各社が持つ経営資源をより一層効率的に活用することにより、グループ総合力の強化に努め、企

業価値の向上を目指してまいります。

(2) 目標とする経営指標

　当社グループは、当中間連結会計期間において、平成19年４月１日から平成22年３月31日までの３年間を対象と

した中期経営計画を策定しております。当計画の最終年度における到達目標は、連結売上高目標74,900百万円、連

結営業利益目標5,100百万円、連結経常利益目標5,000百万円、連結当期純利益目標2,700百万円であります。

(3）中長期的な経営戦略

　当社グループで策定している中期経営計画では、各事業における新たな成長戦略の展開と、より一歩踏み込んだ

グループの融合を進めることにより、いかなる外部環境においても、確固たる収益を創出できる企業体質への変革

を図ることを目指しております。

　中期経営計画の基本方針といたしましては、「高齢社会に対応した事業の強化」、「高付加価値商品の開発と販

売の拡大」、ならびに「輸出事業の拡大」を掲げ、事業の継続的な成長と経営基盤の強化に取り組んでおります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、中期経営計画を通じて各事業における成長軌道を確立すると同時に、経営基盤の強化を企図し

た、購買、生産、販売及び人事等の各部門でのシナジーの追求を図ってまいります。

　なお、当社グループにおける対処すべき課題を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(家具インテリア事業)

　家具インテリア事業の経営環境は、国内家具市場の縮小と国際競争の激化、消費者ニーズの多様化・高度化と

販売チャネルの多様化、原材料コストの上昇などの外部要因に大きく影響を受け、今後も当社グループにとって

厳しい状況が続くことが見込まれます。

　このような経営環境において、当社グループでは、継続して高額商品を販売できるシステムの整備・充実を図っ

てまいります。重点施策といたしましては、高齢化の進展に対応した付加価値の高い商品の積極的な開発、ショー

ルームの増設による高額商品の展示拡充とコントラクトユースへの対応強化、及び和テイスト家具とマッサージ

機を主力にした輸出事業の拡大に取り組んでまいります。

(介護福祉用具事業)

　福祉用具貸与における介護給付費の総額は対前年比10％以上減少しているものの、要介護２以上の中重度者に

対する給付費は約10％の伸びを示しております。この中重度の新規レンタルサービス利用者の獲得がレンタル売

上回復の大きな鍵となります。

　このため、利用者に対する「モニタリング」の実施や「サービス担当者会議」の活用による利用者本位のサー

ビス提供とともに、メンテナンスや納品体制の充実、サービス提供担当者の商品知識をはじめとした資質のより

一層の向上等により、サービスの質の向上を引き続き図ってまいります。

　また、本年９月に福祉用具における保険給付の在り方についての検討会が設けられ、今後一部制度が見直され

る可能性もあります。このため、販売ルートの拡充に加え、本年５月に竣工の広島営業所や来年１月に竣工予定

の東北事業所をはじめとした営業拠点のショールームと地元百貨店等との連携による商品の販売や、高齢者等の

安全・安心な生活空間に対応した住宅改修等の介護保険に依存しない取引の拡大を実現し、収益基盤の強化を図っ

てまいります。

(その他事業)

　その他事業におきましては、戸別訪問販売事業では商材の充実による売上高の回復を図るとともに、日用品雑

貨販売事業では引き続き店舗のスクラップ・アンド・ビルド等の収益拡大対策を実施してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

科目

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

現金及び預金 8,526 6,132 9,123 △2,991

受取手形及び売掛金 12,681 11,759 13,204 △1,445

有価証券 5,998 5,495 3,497 1,998

たな卸資産 10,273 10,480 10,385 95

その他 2,481 2,298 2,465 △167

貸倒引当金 △170 △55 △63 7

流動資産合計 39,790 36,110 38,613 △2,502

Ⅱ　固定資産     

有形固定資産     

建物及び構築物 4,417 4,937 4,948 △11

土地 6,577 6,779 6,577 201

その他 2,707 3,134 2,706 428

有形固定資産合計 13,703 14,851 14,233 618

無形固定資産 564 473 573 △99

投資その他の資産     

前払年金費用 5,244 5,637 5,455 181

その他 6,727 7,117 6,768 348

貸倒引当金 △168 △144 △143 △0

投資その他の資産合計 11,803 12,611 12,080 530

固定資産合計 26,071 27,936 26,887 1,049

資産合計 65,862 64,047 65,501 △1,453
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科目

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

支払手形及び買掛金 7,907 7,834 8,052 △218

ファクタリング未払金 1,444 1,125 1,333 △207

短期借入金 4,965 5,108 5,108 0

一年内に返済すべき長期借入金 198 115 180 △64

賞与引当金 1,514 1,314 1,400 △85

役員賞与引当金 51 38 87 △49

その他 4,426 3,580 3,860 △279

流動負債合計 20,506 19,118 20,023 △905

Ⅱ　固定負債     

長期借入金 129 14 48 △34

退職給付引当金 3,135 2,802 3,032 △229

役員退職慰労引当金 386 436 448 △12

その他 313 263 279 △16

固定負債合計 3,965 3,516 3,808 △292

負債合計 24,471 22,634 23,832 △1,197

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

資本金 3,000 3,000 3,000 －

資本剰余金 5,117 5,117 5,117 △0

利益剰余金 35,953 36,205 36,293 △88

自己株式 △2,949 △2,951 △2,950 △1

株主資本合計 41,120 41,371 41,460 △89

Ⅱ　評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金 258 11 198 △186

繰延ヘッジ損益 12 16 △2 18

為替換算調整勘定 － 13 12 1

評価・換算差額等合計 270 41 208 △166

純資産合計 41,391 41,413 41,669 △256

負債純資産合計 65,862 64,047 65,501 △1,453

（注）１　記載金額等は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。（次頁以下も同じ）

２　増減は当中間連結会計期間末と前連結会計年度末との比較で表示しております。
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(2) 中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

増減

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 33,343 30,302 △3,041 △9.1 66,205

Ⅱ　売上原価 17,985 17,022 △963  36,397

売上総利益 15,358 13,280 △2,078 △13.5 29,808

Ⅲ　販売費及び一般管理費 13,308 12,510 △798  26,218

営業利益 2,049 769 △1,279 △62.4 3,590

Ⅳ　営業外収益      

受取利息 5 27 21  23

受取配当金 19 13 △6  34

受取保険金 23 － △23  66

生命保険配当金 39 30 △8  39

営業補償金 30 － △30  30

仕入割引 － 15 15  21

その他 67 54 △13  133

営業外収益合計 186 141 △44  349

Ⅴ　営業外費用      

支払利息 37 50 13  84

売上割引 35 32 △2  70

支払手数料 18 19 1  39

その他 62 42 △19  109

営業外費用合計 154 145 △8  303

経常利益 2,081 765 △1,316 △63.2 3,636

Ⅵ　特別利益      

前期損益修正益 46 59 12  94

固定資産売却益 0 569 569  66

投資有価証券売却益 2 － △2  2

その他 0 1 0  －

特別利益合計 50 630 580  163

Ⅶ　特別損失      

前期損益修正損 3 18 15  6

固定資産売却損 0 0 0  0

固定資産除却損 42 53 10  89

減損損失 2 － △2  2

投資有価証券売却損 － 0 0  0

投資有価証券評価損 － 0 0  －

早期退職割増金 － 10 10  －

その他 － 7 7  3

特別損失合計 48 90 42  102

税金等調整前中間（当期）
純利益

2,083 1,305 △777 △37.3 3,697

法人税、住民税及び事業税 809 606 △202  1,635

法人税等調整額 113 213 99  72

少数株主損失 － － －  △4

中間（当期）純利益 1,160 485 △674 △58.1 1,994

（注）増減は当中間連結会計期間と前中間連結会計期間との比較で表示しております。
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高（百万円) 3,000 5,117 35,461 △2,949 40,629

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △573  △573

役員賞与（注）   △94  △94

中間純利益   1,160  1,160

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

－ － 491 △0 491

平成18年９月30日　残高（百万円) 3,000 5,117 35,953 △2,949 41,120

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（百万円） 381 － 381 41,011

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △573

役員賞与（注）    △94

中間純利益    1,160

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△123 12 △111 △111

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

△123 12 △111 379

平成18年９月30日　残高（百万円） 258 12 270 41,391

(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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当中間連結会計期間（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

平成19年３月31日　残高（百万円） 3,000 5,117 36,293 △2,950 41,460

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △573  △573

中間純利益   485  485

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  △0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

－ △0 △88 △1 △89

平成19年９月30日　残高（百万円） 3,000 5,117 36,205 △2,951 41,371

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（百万円） 198 △2 12 208 41,669

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △573

中間純利益     485

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△186 18 1 △166 △166

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円)

△186 18 1 △166 △256

平成19年９月30日　残高（百万円） 11 16 13 41 41,413
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前連結会計年度の連結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

平成18年３月31日　残高（百万円) 3,000 5,117 35,461 △2,949 40,629

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △573  △573

剰余金の配当   △573  △573

役員賞与(注)   △94  △94

当期純利益   1,994  1,994

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  △0  0 0

連結範囲の変動による増減   79  79

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

－ △0 832 △1 830

平成19年３月31日　残高（百万円) 3,000 5,117 36,293 △2,950 41,460

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（百万円) 381 ― ― 381 41,011

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注)     △573

剰余金の配当     △573

役員賞与(注)     △94

当期純利益     1,994

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     0

連結範囲の変動による増減     79

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

△183 △2 12 △172 △172

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△183 △2 12 △172 658

平成19年３月31日　残高（百万円) 198 △2 12 208 41,669

(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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益 2,083 1,305 3,697

減価償却費 914 881 1,876

減損損失 2 － 2

固定資産売却益 △0 △569 △66

固定資産売却損・除却損 35 38 77

投資有価証券売却益 △2 － △2

投資有価証券売却損 － 0 0

投資有価証券評価損 － 0 －

貸倒引当金の増減額 △24 △7 △157

賞与引当金の増減額 △5 △85 △139

役員賞与引当金の増減額 51 △49 85

退職給付引当金・前払年金費用の増減額 △320 △411 △664

役員退職慰労引当金の増減額 △14 △12 25

受取利息及び受取配当金 △25 △40 △57

支払利息 37 50 84

売上債権の増減額 1,082 1,445 623

たな卸資産の増減額 △438 △94 △329

仕入債務の増減額 513 △219 476

ファクタリング未払金の増減額 △529 △207 △640

未払費用の増減額 △94 △104 △134

未払（未収）消費税等の増減額 46 41 △6

役員賞与の支払額 △94 － △94

その他 285 67 286

小計 3,502 2,027 4,944

利息及び配当金の受取額 25 39 57

利息の支払額 △39 △50 △93

法人税等の支払額 △1,057 △509 △2,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,430 1,506 2,736
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科目

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 － △312 △0

定期預金の払戻による収入 160 － 160

有価証券の売却による収入 1 － 2

有形固定資産の取得による支出 △1,258 △1,496 △2,584

有形固定資産の売却による収入 13 617 14

投資有価証券の取得による支出 △11 △586 △287

投資有価証券の売却による収入 26 0 127

貸付けによる支出 △32 △2 △38

貸付金の回収による収入 11 13 21

その他 △131 △76 △183

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,220 △1,843 △2,768

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 60 60 166

短期借入金の返済による支出 － △61 △184

長期借入金の返済による支出 △106 △99 △205

自己株式の売却による収入 － 0 0

自己株式の取得による支出 △0 △1 △1

配当金の支払額 △572 △572 △1,146

その他 △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △619 △673 △1,371

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1 2 △6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 591 △1,008 △1,410

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 13,932 12,605 13,932

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高 － － 83

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 14,523 11,597 12,605
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

 

 

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社名

フランスベッド㈱、フランスベッドメ

ディカルサービス㈱、フランスベッド

ファニチャー㈱、フランスベッド販売㈱、

㈱エフビー友の会、東京ベッド㈱

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結の範囲に含めており

ます。 

(1) 連結子会社の数　９社

連結子会社名

フランスベッド㈱、フランスベッドメ

ディカルサービス㈱、フランスベッド

ファニチャー㈱、フランスベッド販売㈱、

㈱エフビー友の会、東京ベッド㈱、韓国

フランスベッド㈱、France bed 

International(Thailand) Co.,Ltd.、

㈱アドセンター

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結の範囲に含めており

ます。  

(1) 連結子会社の数　９社

連結子会社名

フランスベッド㈱、フランスベッドメ

ディカルサービス㈱、フランスベッド

ファニチャー㈱、フランスベッド販売㈱、

㈱エフビー友の会、東京ベッド㈱、韓国

フランスベッド㈱、France bed 

International(Thailand) Co.,Ltd.、

㈱アドセンター

なお、韓国フランスベッド㈱は経営戦略

上の重要性が増したため、当連結会計年

度の下期から連結の範囲に含めておりま

す。

また、これを契機にFrance bed 

International（Thailand) Co.,Ltd.及

び㈱アドセンターにつきましては財務内

容の開示をより充実させるため、当連結

会計年度の下期から連結の範囲に含めて

おります。

(2）非連結子会社名

㈱アドセンター

France bed International

（Thailand）Co.,Ltd.

韓国フランスベッド㈱

(2）　　　――――――――――

 

(2）　　　――――――――――

 

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社３社はいずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、中間純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてお

りませんので連結の範囲から除外してお

ります。

 

 

 

 

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社名

㈱アドセンター

France bed International（Thailand）

Co.,Ltd.

韓国フランスベッド㈱

２　持分法の適用に関する事項

該当はありません。

 

 

 

２　持分法の適用に関する事項

同左

 

 

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社３社

は、中間純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

 

 

 

 

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

すべての連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

同左

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

連結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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ　商品、製品、仕掛品

主として先入先出法による原価法

③　たな卸資産

ａ　商品、製品、仕掛品

同左

③　たな卸資産

ａ　商品、製品、仕掛品

同左

ｂ　原材料、貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

ｂ　原材料、貯蔵品

同左

ｂ　原材料、貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につ

いては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法を採用しております。

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く。)につい

ては定額法を採用しております。

また、在外連結子会社は、当該国の会

計基準に基づき、定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

賃貸用資産 ３～10年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ３～15年

工具器具備品 ２～20年

賃貸用資産 ３～10年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ３～15年

工具器具備品 ２～20年

賃貸用資産 ３～10年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ３～15年

工具器具備品 ２～20年

また、賃貸用資産のうち、取得価額が

20万円未満の少額賃貸資産については、

一括償却資産として３年間で均等償却

しております。

賃貸用資産のうち、取得価額が20万円

未満の少額賃貸資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却して

おります。

賃貸用資産のうち、取得価額が20万円

未満の少額賃貸資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却して

おります。

 (会計方針の変更)  

 従来、有形固定資産の減価償却の方法は中間

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く。）について

は定額法、ならびに取得価額が20万円未満の

少額賃貸資産については、一括償却資産とし

て３年間で均等償却）を採用しておりました

が、当中間連結会計期間から上記少額賃貸資

産を除いたすべての有形固定資産について定

額法に変更いたしました。

 

 この変更は、当中間連結会計期間に策定され

た「中期経営計画」を遂行するにあたって、

マーケットを見据えた事業への転換を図るた

め近年に実施したショールームや介護ショッ

プ等への積極的な設備投資や、他の有形固定

資産の使用状況を精査した結果、利用度は全

般的に長期かつ安定的に推移する見通しであ

り、設備投資の効果や収益への貢献度合いも

長期かつ安定的に発現すると見込まれるため、

使用可能期間にわたり取得原価を均等に期間

配分することにより、より適切な費用と収益

の対応を図り、経営実態をより的確に反映す

るために行ったものであります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 また、この変更にあわせて、当中間連結会計

期間より、平成19年４月１日以降に取得した

少額賃貸資産を除いたすべての有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法（定額法）に変更しております。

 

 この結果、従来の方法に比較して、減価償却

費が131百万円減少し、売上総利益は77百万円、

営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純

利益がそれぞれ123百万円増加しております。

 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

 

 (追加情報)  

 中間連結財務諸表提出会社及び国内連結子会

社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。

 

 この結果、従来の方法に比較して、減価償却

費が33百万円増加し、売上総利益は20百万円、

営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純

利益がそれぞれ28百万円減少しております。

 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

 

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

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

均等償却しております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

国内連結子会社は売掛金等の債権の貸

倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

また、一部の在外連結子会社は、貸倒

見積額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の費用負

担に備えるため、支給見込額を計上し

ております。

②　賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は従業員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支給見込額の

当中間連結会計期間負担額を計上して

おります。

②　賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込額の当連

結会計年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上しておりま

す。

③　役員賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

③　役員賞与引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込額に

基づき計上しております。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（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、当連

結会計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

連結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。

なお、数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（主

として10年）による定額法により、按

分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

④　退職給付引当金

国内連結子会社は従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。

なお、数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（主

として10年）による定額法により、按

分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

④　退職給付引当金

連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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

連結会計年度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。

なお、数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(主

として10年)による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

中間連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社、国内連結子会

社及び一部の在外連結子会社は役員の

退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計

上しております。

(4）　　　――――――――――

 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資産及び負債

は、中間連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。  

(5）重要な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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等が付されている外貨

建金銭債務等については、振当処理を

行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

デリバティブ取引（通貨オプション

取引及び為替予約取引）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

同左

ｂ　ヘッジ対象

為替の変動リスクにさらされている

外貨建金銭債務（外貨建予定取引を

含む。）

ｂ　ヘッジ対象

同左

ｂ　ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

主に原材料及び商品の輸入取引に係る

為替の変動リスクをヘッジする目的で

デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引を行うにあたっては、

予定取引額を限度とし、一定のヘッジ

比率以上を維持するよう管理しており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

 

③　ヘッジ方針

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

④　ヘッジの有効性評価の方法

ａ　事前テスト

「市場リスク管理規程」及び「リス

ク管理要領」に従ったものであるこ

とを検証します。

④　ヘッジの有効性評価の方法

ａ　事前テスト

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

ａ　事前テスト

同左

ｂ　事後テスト

外貨建取引における為替の変動リス

クに対して、相場変動及びキャッ

シュ・フローの変動が回避されたか

否かを検証します。

ｂ　事後テスト

同左

ｂ　事後テスト

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

なお、固定資産に係わる控除対象外消

費税等は当中間連結会計期間の負担す

べき期間費用として処理しております。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

なお、固定資産に係わる控除対象外消

費税等は当連結会計年度の負担すべき

期間費用として処理しております。

５　中間連結キャッシュ・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、価値変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取引日から

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。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲 

同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(賃貸用資産の販売収入の計上方法)

従来、介護福祉用具事業では介護用ベッド等

の賃貸用資産の販売収入は営業外収益に計上

しておりましたが、介護保険制度改定による

レンタル契約の解除の増加に伴い、賃貸用資

産の販売収入が増加し重要性が増したことか

ら、当中間連結会計期間から売上高として計

上する方法に変更いたしました。この結果、

従来の方法に比較して、売上高、売上総利益

及び営業利益が465百万円増加し、営業外収益

が同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

――――――――――

 

 

(賃貸用資産の販売収入の計上方法)

従来、介護福祉用具事業では介護用ベッド等

の賃貸用資産の販売収入は営業外収益に計上

しておりましたが、介護保険制度改定による

レンタル契約の解除の増加に伴い、賃貸用資

産の販売収入が増加し重要性が増したことか

ら、当連結会計年度から売上高として計上す

る方法に変更いたしました。

この結果、従来の方法に比較して、売上高、

売上総利益及び営業利益が1,038百万円増加し、

営業外収益が同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

(役員賞与に関する会計基準)

当中間連結会計期間から「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。この結果、

営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純

利益が51百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、軽微

であります。

――――――――――

 

 

(役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度から「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。この結果、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が85百

万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、軽微

であります。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当中間連結会計期間から「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

41,378百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表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)

当連結会計年度から「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

41,671百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規

則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

――――――――――

 

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間では区分掲記しておりました「受取

保険金」（当中間連結会計期間11百万円）は営業外収益

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することに変更しております。

「仕入割引」は営業外収益の100分の10を超えたため区分

掲記しております。なお、前中間連結会計期間では営業

外収益の「その他」に６百万円が含まれております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年３月31日）

１　有形固定資産の減価償却累計額

19,292百万円

１　有形固定資産の減価償却累計額

      19,441百万円

１　有形固定資産の減価償却累計額

      18,946百万円

２　債務の担保に供している資産 ２　債務の担保に供している資産 ２　債務の担保に供している資産

建物及び構築物 148百万円

土地 29　〃

投資有価証券 149　〃

　計 326百万円

建物及び構築物 142百万円

土地 29　〃

投資有価証券 112　〃

　計 284百万円

建物及び構築物 144百万円

土地 29　〃

投資有価証券 126　〃

　計 300百万円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

長期借入金 42百万円

一年内に返済すべき長期

借入金
28　〃

長期借入金 14百万円

一年内に返済すべき長期

借入金
28　〃

長期借入金 28百万円

一年内に返済すべき長期

借入金
28　〃

３　　　　――――――――――

 

３　輸出手形割引高

外貨建輸出手形割引高 4百万円

 （35千米ドル）

３　　　　――――――――――

 

４　偶発債務

下記の会社等の借入金他に対し債務保証

（保証類似行為を含む。）を行っておりま

す。

France bed International

 (Thailand) Co.,Ltd．

217百万円

（69百万タイバーツ）

韓国フランスベッド㈱

12百万円

（100百万韓国ウォン）

従業員 109百万円

４　偶発債務

従業員の金融機関からの借入金に対し債務

保証を行っております。

 81百万円

４　偶発債務

従業員の金融機関からの借入金に対し債務

保証を行っております。

 92百万円

 

 

 

 

５　中間連結会計期間末日の満期手形の会計処

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、当中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が中

間連結会計期間末日の残高に含まれており

ます。

（流動資産）

受取手形　　　　　　　　265百万円

（流動負債）

支払手形 　　　　 　　1,238百万円

その他　　　　　　　　　　2百万円

５　中間連結会計期間末日の満期手形の会計処

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、当中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が中

間連結会計期間末日の残高に含まれており

ます。

（流動資産）

受取手形　　　　　　　　168百万円

（流動負債）

支払手形　　　　　　　1,152百万円

その他　　　　　　　　　　8百万円

５　連結会計年度末日の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、当連結会計年度の末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が連結会

計年度末日の残高に含まれております。 

（流動資産）

受取手形　　　　　　　　196百万円

（流動負債）

支払手形　　　　　　　1,044百万円

その他　　　　　　　　 　12百万円

６　中間連結財務諸表提出会社は、グループ全

体の効率的な資金運用・調達を行うため、

フランスベッドホールディングスグルー

プ・キャッシュ・マネジメント・サービス

（ＣＭＳ）を導入しております。これによ

る預託資金（172百万円）が流動負債の

「その他」に含まれております。

６　　　　―――――――――― ６　　　　――――――――――
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年３月31日）

７　中間連結財務諸表提出会社は、グループ全

体の効率的な資金運用・調達を行うため、

フランスベッドホールディングスグルー

プ・キャッシュ・マネジメント・サービス

（以下「ＣＭＳ」）を導入しております。

中間連結財務諸表提出会社は、グループ会

社６社とＣＭＳ運営委託基本契約を締結し、

ＣＭＳによる貸出限度額を設定しておりま

す。これらの契約に基づく当中間連結会計

期間末の貸出未実行残高等は次のとおりで

あります。（連結子会社分は含めず記載し

ております。）

７　　　　――――――――――

 

７　　　　――――――――――

 

ＣＭＳによる貸出限度額

の総額
300百万円

貸出実行残高 －　〃

差引額 300百万円

   

   

   

   

なお、上記ＣＭＳ運営委託基本契約におい

て、資金使途が限定されているものが含ま

れているため、必ずしも全額が貸出実行さ

れるものではありません。

  

８　中間連結財務諸表提出会社は、機動的かつ

安定的な資金調達による資金効率の向上と、

有利子負債の圧縮等による財務体質の強化

を図ることを目的として、取引銀行11行と

シンジケート方式によるコミットメントラ

イン契約を締結しております。なお、当中

間連結会計期間末における貸出コミットメ

ントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

８　　　　　　　　同左 ８　連結財務諸表提出会社は、機動的かつ安定

的な資金調達による資金効率の向上と、有

利子負債の圧縮等による財務体質の強化を

図ることを目的として、取引銀行11行とシ

ンジケート方式によるコミットメントライ

ン契約を締結しております。なお、当連結

会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであり

ます。

貸出コミットメントの総

額
5,000百万円

借入実行残高 －　〃

差引額 5,000百万円

   

   

   

貸出コミットメントの総

額
5,000百万円

借入実行残高 －　〃

差引額 5,000百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

運賃保管料 1,381百万円

貸倒引当金繰入額 14 〃

従業員給与賞与 4,851 〃

賞与引当金繰入額 1,165 〃

役員賞与引当金繰入額 51 〃

退職給付費用 116 〃

役員退職慰労引当金繰入

額
36 〃

運賃保管料 1,304百万円

貸倒引当金繰入額 16 〃

従業員給与賞与 4,685 〃

賞与引当金繰入額 1,033 〃

役員賞与引当金繰入額 38 〃

退職給付費用 210 〃

役員退職慰労引当金繰入

額
38 〃

運賃保管料 2,760百万円

貸倒引当金繰入額 7 〃

従業員給与賞与 10,734 〃

賞与引当金繰入額 1,104 〃

役員賞与引当金繰入額 85 〃

退職給付費用 319 〃

役員退職慰労引当金繰入

額
78 〃

２　前期損益修正益の内容 ２　前期損益修正益の内容 ２　前期損益修正益の内容

過年度賞与引当金繰入超

過額
34百万円

過年度賞与分未払法定福

利費超過額
4 〃

その他 7 〃

計 46百万円

過年度賞与引当金繰入超

過額
39百万円

過年度賞与分未払法定福

利費超過額
9 〃

その他 9 〃

計 59百万円

貸倒引当金戻入額 35百万円

過年度賞与引当金繰入超

過額
34 〃

過年度賞与分未払法定福

利費超過額
4 〃

その他 20 〃

計 94百万円

３　固定資産売却益の内容 ３　固定資産売却益の内容 ３　固定資産売却益の内容

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0 〃

計 0百万円

建物及び構築物 5百万円

工具器具備品 1 〃

土地 544 〃

(無形固定資産)その他 19 〃

計 569百万円

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 0 〃

工具器具備品 0 〃

(無形固定資産)その他 64 〃

計 66百万円

４　前期損益修正損の内容 ４　前期損益修正損の内容 ４　　　　――――――――――

消費税等計上不足額 1百万円

その他 2 〃

計 3百万円

過年度売上高修正額 12百万円

その他 6 〃

計 18百万円

５　固定資産売却損の内容 ５　固定資産売却損の内容 ５　固定資産売却損の内容

工具器具備品 0百万円 建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 0 〃

工具器具備品 0 〃

計 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0 〃

計 0百万円

６　固定資産除却損の内容 ６　固定資産除却損の内容 ６　固定資産除却損の内容

建物及び構築物 25百万円

機械装置及び運搬具 7 〃

工具器具備品 10 〃

計 42百万円

建物及び構築物 34百万円

機械装置及び運搬具 13 〃

工具器具備品 5 〃

計 53百万円

建物及び構築物 55百万円

機械装置及び運搬具 17 〃

工具器具備品 16 〃

計 89百万円

７　減損損失

当中間連結会計期間において減損損失を計

上しておりますが、重要性が乏しいため記

載を省略しております。

７　　　　――――――――――

 

７　減損損失

当連結会計年度において減損損失を計上し

ておりますが、重要性が乏しいため記載を

省略しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 239,487 － － 239,487

合計 239,487 － － 239,487

自己株式

普通株式（注） 10,027 2 － 10,030

合計 10,027 2 － 10,030

　(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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
（百万円）

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 573 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月22日

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

の

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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９日
取締役会

普通株式 573 利益剰余金 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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当中間連結会計期間（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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 239,487 － － 239,487

合計 239,487 － － 239,487

自己株式

普通株式（注） 10,033 5 0 10,038

合計 10,033 5 0 10,038

　(注) １　普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

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
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月20日
定時株主総会

普通株式 573 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月21日

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

の

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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９日
取締役会

普通株式 573 利益剰余金 2.50 平成19年９月30日 平成19年12月７日

フランスベッドホールディングス㈱（7840）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 27 －



前連結会計年度（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

前連結会計年度末
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

普通株式 239,487 ― ― 239,487

合計 239,487 ― ― 239,487

自己株式

普通株式（注） 10,027 6 0 10,033

合計 10,027 6 0 10,033

　(注) １　普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

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
(百万円)

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 573 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月22日

平成18年11月９日
取締役会

普通株式 573 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)
株式の種類

配当金の総額
(百万円)

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６月20日
定時株主総会

普通株式 573 利益剰余金 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月21日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結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）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結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）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

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 8,526百万円

有価証券勘定 5,998 〃

計 14,524百万円

償還期間が３ヶ月を超

える債券及び公社債投

資信託等

△1 〃

現金及び現金同等物 14,523百万円

現金及び預金勘定 6,132百万円

有価証券勘定 5,495 〃

計 11,628百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等
△30 〃

償還期間が３ヶ月を超

える債券及び公社債投

資信託等

△1 〃

現金及び現金同等物 11,597百万円

現金及び預金勘定 9,123百万円

有価証券勘定 3,497 〃

計 12,621百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△15 〃

償還期間が３ヶ月を超

える債券及び公社債投

資信託等

△1 〃

現金及び現金同等物 12,605百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31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

(借主側) (借主側) (借主側)

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間
期末残高
相当額
(百万円)

賃貸用資産 2,584 1,415 1,168

機械装置及
び運搬具

24 8 16

工具器具備
品

557 341 216

ソフトウエ
ア

185 79 105

合計 3,352 1,845 1,506

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間
期末残高
相当額
(百万円)

賃貸用資産 2,079 1,152 926

機械装置及
び運搬具

24 12 11

工具器具備
品

425 216 209

ソフトウエ
ア

232 86 146

合計 2,762 1,468 1,293

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

賃貸用資産 2,219 1,235 984

機械装置及
び運搬具

24 10 13

工具器具備
品

436 213 223

ソフトウエ
ア

223 61 161

合計 2,903 1,521 1,382

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 785百万円

１年超 770　〃 

合計 1,555百万円

１年内 679百万円

１年超 661　〃 

合計 1,340百万円

１年内 712百万円

１年超 717　〃

合計 1,430百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 585百万円

減価償却費相当額 561　〃 

支払利息相当額 17　〃 

支払リース料 438百万円

減価償却費相当額 420　〃 

支払利息相当額 16　〃 

支払リース料 1,098百万円

減価償却費相当額 1,057　〃

支払利息相当額 34　〃

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

――――――――――

 

(貸主側)

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 0百万円

１年超 1　〃

　合計 1百万円

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料中間期末残高相

当額であります。

なお、借主側の残高相当額は同一であ

ります。

(貸主側)

未経過リース料期末残高相当額

１年内 0百万円

１年超 1　〃

　合計 1百万円

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料期末残高相当額

であります。

なお、借主側の残高相当額は同一であ

ります。

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

(借主側) (借主側) (借主側)

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 4百万円

１年超 10　〃

合計 15百万円

１年内 5百万円

１年超 10　〃

合計 15百万円

１年内 5百万円

１年超 12　〃

合計 18百万円
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(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。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 770 1,220 450

(2）債券    

①　国債・地方債等 4,010 4,010 △0

②　社債 － － －

③　その他 1,998 1,998 △0

(3）その他 330 314 △15

合計 7,109 7,544 434

　(注) 有価証券の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間末における時価が期首取得原価に比べ30％以上

下落したときは、当中間連結会計期間中の時価の推移を勘案し、回復可能性があると認められる場合を除き減損処

理を行っております。なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理の

対象となる銘柄はありません。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 2

(2）その他有価証券  

①　非上場株式 96

②　匿名組合出資金 98

合計 197
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当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,600 1,620 19

(2）債券    

①　国債・地方債等 2,510 2,510 0

②　社債 － － －

③　その他 2,996 2,995 △0

(3）その他 330 330 0

合計 7,437 7,457 19

　(注) 有価証券の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間末における時価が期首取得原価に比べ30％以上

下落したときは、当中間連結会計期間中の時価の推移を勘案し、回復可能性があると認められる場合を除き減損処

理を行っております。なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理の

対象となる銘柄はありません。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

社債 1

(2）その他有価証券  

非上場株式 95

合計 96
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 1,014 1,360 346

(2）債券    

①　国債・地方債等 1,510 1,510 0

②　社債 － － －

③　その他 1,997 1,997 △0

(3）その他 336 323 △12

合計 4,858 5,192 334

　(注) 有価証券の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度末における時価が期首取得原価に比べ30％以上下落

したときは、当連結会計年度中の時価の推移を勘案し、回復可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っ

ております。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理の対象となる銘

柄はありません。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 満期保有目的の債券  

社債 1

(2) その他有価証券  

非上場株式 95

合計 96

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年３月31日）

ヘッジ会計を適用しているため、開示対象とな

るデリバティブ取引はありません。

同左 同左
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
家具インテ
リア事業
（百万円）

介護福祉
用具事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 16,796 13,040 3,506 33,343 － 33,343

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

285 6 84 375 (375) －

計 17,082 13,046 3,590 33,719 (375) 33,343

営業費用 16,919 11,466 3,353 31,739 (444) 31,294

営業利益 163 1,580 237 1,980 68 2,049

　（注）１　事業の種類の区分方法

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分の主な製商品及び事業の内容

(1）家具インテリア事業……ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売

(2）介護福祉用具事業………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売

(3）その他事業………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、不動産の賃貸

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（501百万円）の主なものは、中間連結財務

諸表提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、賃貸用資産の販売収入の

計上方法を営業外収益に計上する方法から、売上高として計上する方法に変更しております。なお、賃貸用

資産の販売収入については「介護福祉用具事業」に含めて表示しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「介護福祉用具事業」について売上高及び営業利益

が465百万円多く計上されております。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
家具インテ
リア事業
（百万円）

介護福祉
用具事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 15,748 11,288 3,264 30,302 － 30,302

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

453 29 622 1,105 (1,105) －

計 16,202 11,318 3,887 31,408 (1,105) 30,302

営業費用 16,311 10,609 3,739 30,661 (1,128) 29,532

営業利益又は営業損失（△） △109 708 147 747 22 769

　（注）１　事業の種類の区分方法

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分の主な製商品及び事業の内容

(1）家具インテリア事業……ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売

(2）介護福祉用具事業………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売

(3）その他事業………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、不動産の賃貸、広告・展示会

設営

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（441百万円）の主なものは、中間連結財務

諸表提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり、中間連結財

務諸表提出会社及び国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却の方法を定率法から定額法に変更しており

ます。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「家具インテリア事業」の営業費用及び営業損失は

それぞれ49百万円減少、「介護福祉用具事業」の営業費用は55百万円減少、営業利益は同額増加、「その他

事業」の営業費用は18百万円減少、営業利益は同額増加、「消去又は全社」の営業費用は０百万円減少、営

業利益は同額増加しております。

５　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（追加情報）に記載のとおり、平成19年３月31日

以前に取得した資産のうち、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この結果、従来の方法によった場合に比較して、「家具インテリア事業」の営業費用及び営業損失はそれぞ

れ20百万円増加、「介護福祉用具事業」の営業費用は６百万円増加、営業利益は同額減少、「その他事業」

の営業費用は１百万円増加、営業利益は同額減少しております。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
家具インテ
リア事業
（百万円）

介護福祉
用具事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 33,846 25,428 6,930 66,205 ― 66,205

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

616 22 613 1,253 (1,253) ―

計 34,462 25,451 7,544 67,459 (1,253) 66,205

営業費用 33,828 22,924 7,212 63,965 (1,350) 62,615

営業利益 634 2,526 332 3,493 96 3,590

　(注) １　事業の種類の区分方法

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分の主な製商品及び事業の内容

(1) 家具インテリア事業……ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売

(2) 介護福祉用具事業………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売

(3) その他事業………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、不動産の賃貸、広告・展示会

設営

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(973百万円)の主なものは、連結財務諸表提

出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、賃貸用資産の販売収入の

計上方法を営業外収益に計上する方法から、売上高として計上する方法に変更しております。なお、賃貸用

資産の販売収入については「介護福祉用具事業」に含めて表示しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「介護福祉用具事業」について売上高及び営業利益

が1,038百万円多く計上されております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（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 180.38円

１株当たり中間純利益金額 5.05円

１株当たり純資産額  180.48円

１株当たり中間純利益金額    2.11円

１株当たり純資産額 181.60円

１株当たり当期純利益金額 8.69円

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。

同左 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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,160 485 1,994

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 1,160 485 1,994

普通株式の期中平均株式数（千株） 229,458 229,450 229,456

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

科目

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）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

現金及び預金 5,285 4,248 6,585 △2,337

有価証券 5,997 5,494 3,496 1,998

関係会社短期貸付金 4,430 4,602 4,534 68

その他 167 163 315 △152

流動資産合計 15,880 14,508 14,931 △422

Ⅱ　固定資産     

有形固定資産 13 10 10 △0

無形固定資産 2 5 2 2

投資その他の資産     

関係会社株式 43,087 43,279 43,279 －

その他 1,389 1,689 1,386 303

投資その他の資産合計 44,476 44,969 44,666 303

固定資産合計 44,492 44,985 44,679 305

資産合計 60,373 59,494 59,611 △117
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科目

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）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）
増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

短期借入金 4,965 5,090 5,030 60

関係会社預り金 13,393 12,094 12,276 △182

賞与引当金 37 30 33 △2

役員賞与引当金 33 22 53 △31

その他 127 166 179 △13

流動負債合計 18,556 17,403 17,572 △169

Ⅱ　固定負債     

退職給付引当金 0 － 1 △1

役員退職慰労引当金 74 100 91 8

固定負債合計 74 100 93 7

負債合計 18,631 17,504 17,665 △161

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

資本金 3,000 3,000 3,000 －

資本剰余金     

資本準備金 750 750 750 －

その他資本剰余金 38,892 38,892 38,892 △0

資本剰余金合計 39,642 39,642 39,642 △0

利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金 2,049 2,299 2,253 46

利益剰余金合計 2,049 2,299 2,253 46

自己株式 △2,949 △2,951 △2,950 △1

株主資本合計 41,742 41,990 41,945 44

Ⅱ　評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金 △0 △0 △0 △0

評価・換算差額等合計 △0 △0 △0 △0

純資産合計 41,742 41,990 41,945 44

負債純資産合計 60,373 59,494 59,611 △117

（注）１　記載金額等は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。（次頁以下も同じ）

２　増減は当中間会計期間末と前事業年度末との比較で表示しております。
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(2) 中間損益計算書

科目

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）

増減

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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　営業収益      

受取配当金 718 658 △59  1,517

経営指導料 471 436 △34  876

業務代行料 90 87 △3  180

営業収益合計 1,280 1,182 △97 △7.6 2,573

Ⅱ　一般管理費 547 512 △34  1,027

営業利益 733 669 △63 △8.6 1,546

Ⅲ　営業外収益 54 86 31  126

Ⅳ　営業外費用 55 79 24  122

経常利益 732 676 △56 △7.6 1,549

Ⅴ　特別利益 0 3 3  0

Ⅵ　特別損失 2 0 △1  2

税引前中間（当期）純利益 730 679 △50 △6.9 1,547

法人税、住民税及び事業税 65 62 △3  109

法人税等調整額 △11 △2 8  △15

中間（当期）純利益 676 619 △56 △8.3 1,453

（注）増減は当中間会計期間と前中間会計期間との比較で表示しております。
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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
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,004 2,004 △2,949 41,698

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △573 △573  △573

役員賞与（注）     △58 △58  △58

中間純利益     676 676  676

自己株式の取得       △0 △0

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
（百万円）

－ － － － 44 44 △0 43

平成18年９月30日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,049 2,049 △2,949 41,742

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（百万円） － － 41,698

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △573

役員賞与（注）   △58

中間純利益   676

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△0 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 43

平成18年９月30日　残高（百万円） △0 △0 41,742

（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
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,253 2,253 △2,950 41,945

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △573 △573  △573

中間純利益     619 619  619

自己株式の取得       △1 △1

自己株式の処分   △0 △0    △0

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
（百万円）

－ － △0 △0 46 46 △1 44

平成19年９月30日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,299 2,299 △2,951 41,990

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（百万円） △0 △0 41,945

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △573

中間純利益   619

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   △0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△0 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 44

平成19年９月30日　残高（百万円） △0 △0 41,990
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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
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,004 2,004 △2,949 41,698

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)     △573 △573  △573

剰余金の配当     △573 △573  △573

役員賞与(注)     △58 △58  △58

当期純利益     1,453 1,453  1,453

自己株式の取得       △1 △1

自己株式の処分   △0 △0   0 0

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（百万円) － － △0 △0 248 248 △1 246

平成19年３月31日　残高（百万円) 3,000 750 38,892 39,642 2,253 2,253 △2,950 41,945

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（百万円) ― ― 41,698

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △573

剰余金の配当   △573

役員賞与(注)   △58

当期純利益   1,453

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△0 △0 △0

事業年度中の変動額合計（百万円) △0 △0 246

平成19年３月31日　残高（百万円) △0 △0 41,945

(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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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）

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く。）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定額法を採用しております。

 

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物(建物附属設備を除く。)については

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　５～13年

車両及び運搬具　　　　　６年

工具、器具及び備品　２～18年

建物　　　　　　　　５～13年

車両及び運搬具　　　　　６年

工具、器具及び備品　２～18年

建物　　　　　　　　５～13年

車両及び運搬具　　　　　６年

工具、器具及び備品　２～18年

 (会計方針の変更)  

 従来、有形固定資産の減価償却の方法は定率

法（ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く。）については定

額法）を採用しておりましたが、当中間会計

期間から定額法に変更いたしました。

 

 この変更は、当中間会計期間に策定された「中

期経営計画」を遂行するにあたって、マーケッ

トを見据えた事業への転換を図るため近年に

実施したショールームや介護ショップ等への

積極的な設備投資や、他の有形固定資産の使

用状況を精査した結果、利用度は全般的に長

期かつ安定的に推移する見通しであり、設備

投資の効果や収益への貢献度合いも長期かつ

安定的に発現すると見込まれるため、使用可

能期間にわたり取得原価を均等に期間配分す

ることにより、より適切な費用と収益の対応

を図り、経営実態をより的確に反映するため

に行ったものであります。また、この変更に

あわせて、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について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法（定

額法）に変更しております。

 

 この変更による損益に与える影響は軽微であ

ります。

 

 (追加情報)  

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

 

 これによる損益に与える影響はありません。  

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）

３　引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の費用負担

に備えるため、支給見込額を計上してお

ります。

３　引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、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。

３　引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

(2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年

度における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）役員賞与引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年

度における支給見込額に基づき計上して

おります。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

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。

なお、退職給付債務は簡便法に基づいて

計算しております。

(3）　　――――――――――

 

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき、当事業年度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。

なお、退職給付債務は簡便法に基づいて

計算しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく中間会計期間末要支給額を

計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく事業年度末要支給額を計上

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。

４　リース取引の処理方法

同左

 

４　リース取引の処理方法

同左

５　その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式を採用しております。

５　その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

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）

当中間会計期間から「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。この結果、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利益が33百

万円減少しております。

――――――――――

 

（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。この結果、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が53百万円減

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

41,742百万円であります。 

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、

純資産の部と同額であります。

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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成18年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

5百万円

１　有形固定資産の減価償却累計額

 8百万円

１　有形固定資産の減価償却累計額

 7百万円

２　偶発債務

下記の会社の借入金他に対し債務保証（保

証類似行為を含む。）を行っております。

France bed International

 (Thailand) Co.,Ltd．

217百万円

（69百万タイバーツ）

韓国フランスベッド㈱

12百万円

（100百万韓国ウォン）

２　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対し

債務保証を行っております。

韓国フランスベッド㈱

  18百万円

（150百万韓国ウォン）

２　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対し

債務保証を行っております。

France bed International 

(Thailand) Co.,Ltd.

47百万円

(12百万タイバーツ）

韓国フランスベッド㈱

31百万円

(250百万韓国ウォン）

３　当社は、グループ全体の効率的な資金運

用・調達を行うため、フランスベッドホー

ルディングスグループ・キャッシュ・マネ

ジメント・サービス（ＣＭＳ）を導入して

おります。「関係会社預り金」は、これに

よる預託資金であります。

３　　　　　　　　同左 ３　　　　　　　　同左

４　当社は、グループ全体の効率的な資金運

用・調達を行うため、フランスベッドホー

ルディングスグループ・キャッシュ・マネ

ジメント・サービス（以下「ＣＭＳ」）を

導入しております。

当社は、グループ会社６社とＣＭＳ運営委

託基本契約を締結し、ＣＭＳによる貸出限

度額を設定しております。これらの契約に

基づく当中間会計期間末の貸出未実行残高

等は次のとおりであります。

４　　　　　　　　同左

 

４　当社は、グループ全体の効率的な資金運

用・調達を行うため、フランスベッドホー

ルディングスグループ・キャッシュ・マネ

ジメント・サービス(以下「ＣＭＳ」)を導

入しております。

当社は、グループ会社６社とＣＭＳ運営委

託基本契約を締結し、ＣＭＳによる貸出限

度額を設定しております。これらの契約に

基づく当事業年度末の貸出未実行残高等は

次のとおりであります。

ＣＭＳによる貸出限

度額の総額
17,100百万円

貸出実行残高 4,400 〃

差引額 12,700百万円

   

   

   

ＣＭＳによる貸出限

度額の総額
17,100百万円

貸出実行残高 4,400 〃

差引額 12,700百万円

なお、上記ＣＭＳ運営委託基本契約におい

て、資金使途が限定されているものが含ま

れているため、必ずしも全額が貸出実行さ

れるものではありません。

 なお、上記ＣＭＳ運営委託基本契約におい

て、資金使途が限定されているものが含ま

れているため、必ずしも全額が貸出実行さ

れるものではありません。

５　当社は、機動的かつ安定的な資金調達によ

る資金効率の向上と、有利子負債の圧縮等

による財務体質の強化を図ることを目的と

して、取引銀行11行とシンジケート方式に

よるコミットメントライン契約を締結して

おります。なお、当中間会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

５　　　　　　　　同左 ５　当社は、機動的かつ安定的な資金調達によ

る資金効率の向上と、有利子負債の圧縮等

による財務体質の強化を図ることを目的と

して、取引銀行11行とシンジケート方式に

よるコミットメントライン契約を締結して

おります。なお、当事業年度末における貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額
5,000百万円

借入実行残高 － 〃

差引額 5,000百万円

   

   

   

貸出コミットメント

の総額
5,000百万円

借入実行残高 － 〃

差引額 5,000百万円

６　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

６　消費税等の取扱い

同左

６　　　　――――――――――
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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 32百万円 受取利息 50百万円 受取利息 72百万円

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 36百万円 支払利息 61百万円 支払利息 85百万円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 2百万円

無形固定資産 0　〃

有形固定資産 0百万円

無形固定資産 0　〃

有形固定資産 4百万円

無形固定資産 0　〃

（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）

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
（千株）

当中間会計期間
増加株式数（千株）

当中間会計期間
減少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式（注） 10,027 2 － 10,030

合計 10,027 2 － 10,030

　(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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）

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
（千株）

当中間会計期間
増加株式数（千株）

当中間会計期間
減少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式（注） 10,033 5 0 10,038

合計 10,033 5 0 10,038

　(注) １　普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式(注) 10,027 6 0 10,033

合計 10,027 6 0 10,033

　(注) １　普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。
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（リース取引関係）

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）

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

(借主側) (借主側) (借主側)

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間
期末残高
相当額
(百万円)

車両及び運
搬具

4 1 3

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間
期末残高
相当額
(百万円)

車両及び運
搬具

4 2 2

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車両及び運
搬具

4 1 2

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 0百万円

１年超 2　〃

合計 3百万円

１年内 0百万円

１年超 1　〃

合計 2百万円

１年内 0百万円

１年超 2　〃

合計 3百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0　〃

支払利息相当額 0　〃

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0　〃

支払利息相当額 0　〃

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0　〃

支払利息相当額 0　〃

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

 

(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。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

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）

子会社株式で時価のあるものはありません。  同左  同左

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

ａ　生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

家具インテリア事業（百万円） 5,613 △8.8

介護福祉用具事業（百万円） 968 △10.2

その他事業（百万円） － －

合計（百万円） 6,581 △9.0

(注) １　金額は製造原価によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ｂ　外注実績

当中間連結会計期間における外注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

家具インテリア事業（百万円） 864 △16.5

介護福祉用具事業（百万円） 217 △35.5

その他事業（百万円） 580 －

合計（百万円） 1,661 21.0

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ｃ　仕入実績

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

家具インテリア事業（百万円） 3,006 △14.3

介護福祉用具事業（百万円） 2,407 △0.7

その他事業（百万円） 1,160 △19.6

合計（百万円） 6,573 △10.9

(注) １　金額は仕入価格によっており、セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

　当社グループの製品につきましては全般的に生産に要する期間が短く、また、同一製品において見込生産と受注

生産を行っており、区分して算出するのが困難なため記載を省略しております。

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

家具インテリア事業（百万円） 15,748 △6.2

介護福祉用具事業（百万円） 11,288 △13.4

その他事業（百万円） 3,264 △6.8

合計（百万円） 30,302 △9.1

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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