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半期報告書提出予定日 平成 19年 12月 18日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．１９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 
１８年９月中間期 

14,185    8.7   
13,049     －   

241   △19.3 
299      － 

298    1.6  
293      －  

295   25.2 
235     － 

１９年３月期 28,293   －   591      －  593      －  418     － 
 

 
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 
１８年９月中間期 

19 56  
21  95   

－ － 
－ － 

１９年３月期 38  95   － － 
(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 
１８年９月中間期 

28,320     
37,998     

17,561  
8,181    

60.4  
20.5   

1,100 48  
724 25  

１９年３月期 29,759   8,506  27.1   750  75  
(参考) 自己資本     19年9月中間期 17,096百万円  18年9月中間期 7,780百万円  19年3月期 8,065百万円 
 
(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 
１８年９月中間期 

△99   
69   

20  
5  

△ 24   
△297   

601  
607  

１９年３月期 210   △58  △310   677  
 
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 － － － － 0  00

２０年３月期 － －  

２０年３月期（予想）   0 00 
0 00

 
３．２０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 29,000  2.5 810  37.0 730   23.1 520   24.3 33  96
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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    無 

  (注)詳細は、１５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15,542,176株 18年9月中間期10,749,176株 19年3月期10,749,176株 
②期末自己株式数    19年9月中間期   6,282株 18年9月中間期   5,730株 19年3月期    6,078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、２０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 
 
１.１９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 
１８年９月中間期 

13,280  10.3  
    12,041 △3.8  

291   32.7 
   219 △5.4 

621  151.3  
247  17.4  

634   157.1 
246  504.1 

１９年３月期 26,139     －  497   － 553   －  490    － 
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 

１９年９月中間期 
１８年９月中間期 

42   02  
22  96  

１９年３月期 45  69  
 
(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 
１８年９月中間期 

26,804  
37,163   

17,395 
7,890  

64.9   
21.2   

1,119  70  
734  49 

１９年３月期 28,725   8,134 28.3   757  18 
(参考) 自己資本 19年9月中間期 17,395百万円  18年9月中間期 7,890百万円  19年3月期 8,134百万円 

 
２.２０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 27,800  6.4 640  28.7 880   59.0 860   75.2 56 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

業績見通しに関しましては、現時点に於いて入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前

提に基づいており、実際の業績は様々な要因により、見通しと大きく異なる場合があります。その

主な要因といたしましては、当社の取扱う製品の主要市場での経済状況および、消費者の動向によ

る販売状況の変動、米ドルや香港ドルなどの対円為替相場の変動、並びに当社の経営環境および製

品の改廃に伴う、営業政策の変化などであります。 
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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 

当中間期における日本経済は、原油価格の高止まりや金利の上昇懸念など不安材料があったものの、

好調な企業業績を背景とした設備投資の増加、雇用環境の改善による緩やかな個人消費の回復傾向を

映して全般に緩やかな拡大傾向が続きました。 

一方海外は、住宅市場の低迷が続く米国経済の減速とサブプライムローン問題による今後の世界経

済への影響が気懸かりですが、中国、インドを中心とするアジア経済はインフレ懸念があるものの依

然として高い成長を維持し、欧州経済も底堅く推移しました。 

このような状況のなか、当社グループが中国事業の柱の一つに据える医薬卸販売事業は、前期に構

築した中国医薬関連企業１７３社との販売提携に続いて当期は、直販網の整備に努めました。本年６

月４日には東北地域吉林省長春市で修正薬業集団との５０：５０合弁会社の設立に合意しました。当

合弁会社は、中国ＯＴＣメーカーではトップブランドメーカーに入る修正薬業集団と子会社隆邦医薬

貿易有限公司が隆邦修正医薬有限公司を設立して、隆邦修正堂のストアブランドで全国３万店の薬店

をＦＣ展開するものです。また、１０月１日には、西北地域陝西省西安市で、陝西医薬控股集団有限

公司（以下「陝西医薬集団」という）と当社で５０：５０合弁会社の設立に合意しました。陝西医薬

集団は、陝西省医薬総公司が前身で西北地域最大の大型国有医薬企業です。また中国外資合弁医薬企

業の中で最も成功している西安ヤンセンファーマーの合弁相手でもあり、今回は当社と西部大開発の

目玉として西北地域最大の医薬流通卸会社を設立します。この２件の合弁により、当社グループは中

国の東北地域と西部地域という中国政府が最も地域開発に力を入れている２地域で拠点を構え直販体

制を確立したことになります。 

   一方、電気機器等販売事業においても、消費者のニーズに対応した新製品の導入、新規取引先の開

拓、積極的な販売プロモーションを行うことにより、前年同期を上回る成果を収めることができまし

た。また、不動産開発事業においても、更に安定した収益を獲得するため新たな大型土地開発計画を

進めるなど事業の拡大に努めております。 

その結果、当期の売上高は１４１億８千５百万円（前年同期比８.７％増）を計上いたしました。   

利益面につきましては、中国への事業拡大に伴う投入費用、更に、のれん償却額の発生などにより

営業利益は２億４千１百万円（前年同期比１９.３％減）となりました。経常利益は、販売企画料の

収入、支払利息の減少、また、早期に円高対策を実施し為替リスクを回避したことが要因して２億９

千８百万円(前年同期比１.６％増)となり、当中間純利益２億９千５百万円（前年同期比２５.２％増）

を計上いたしました。 

[セグメント別の概要]  

  電気機器等販売事業 

当事業の主要品目であるカラーテレビは、当期より薄型液晶テレビの導入に踏み切りマーケット

シェアの拡大を図る一方、マルチメディアプレーヤー、更に北欧地域の要請により電子レンジの販

売を開始しました。新たな製品群を戦力に加え、新規取引先と連携してヨーロッパ地域を中心とし

た販売プロモーションを実施したことによりヨーロッパ地域での売上が拡大し、当部門は、売上高

１２７億２千９百万円（前年同期比１４.６％増）を計上いたしました。 

物資等・医薬品等販売事業 

医薬品等の販売部門については、戦略的な直販体制の構築を進めるなかで、中国政府主導のもと

中国における合弁会社２社の設立に向けて合意書を締結することができました。東北地域に隆邦修

正医薬有限公司、西部地域に西北現代医薬物流卸センターを配置して、独自のＩＴ情報システムを

使用した物流・流通在庫・履歴管理システムを導入し、メーカー、小売、病院に付加価値の高い情

報の提供に務め、利益率の高いビジネスモデルの構築に邁進して参ります。 
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物資等の販売部門については、新たな販売網の開拓に苦戦したため、家庭用品等及び金属加工品

ともに業績を伸ばすことが出来ず、また、不採算部門の整理などを実施したことにより、売上は前

年同期を下回り当部門の売上高は１２億１百万円（前年同期比２８.７％減）に止まりました。 

不動産開発事業 

建物賃貸及び管理業務部門による売上高は２億５千３百万円（前年同期比０.４％減）を計上いた

しました。開発部門では現在大型プロジェクトとして、中国深セン市政府の強い要請を受け深セン

市中心部に保有する１３６千平方メートルの土地開発を進めており、新たな安定した収益の確保を

目指しております。 

   ②通期の見通し 

日本経済は、輸出主導で緩やかな拡大傾向を維持するものと思われますが、サブプライムローン

問題に端を発した世界的な金融・資本市場の混乱や、１バーレル９０ドルを超えた原油を筆頭とす

る資源・エネルギー価格の高騰の影響、更に為替相場の動向にも今後注意が必要です。 

海外では、住宅市場の低迷、サブプライムローン問題を発端とする金融問題、更には原油高によ

るガソリン高騰の影響による米国経済の動向には目が離せません。また、これまで好調を維持して

きた中国、インドを中心とするアジア経済や、その他ＢＲＩＣｓ諸国、原油高で潤う中東を中心と

する産油国経済等のいわゆる新興国経済にもインフレ懸念が台頭しております。 

このような状況のなか、当社グループは、中国での医薬品等販売事業及び深セン土地開発プロジ

ェクトを軌道に乗せ、更に、電気機器等販売事業において新製品群の市場シェアの拡大を図り売上

増加を目指し、業績向上に努めて参ります。 

現時点における通期の業績見通しは以下のとおりであります。 

売  上  高   ２９,０００百万円 （前期比   ２.５％増） 

営 業 利 益      ８１０百万円 （前期比 ３７.０％増） 

経 常 利 益       ７３０百万円 （前期比 ２３.１％増） 

当 期 純 利 益      ５２０百万円 （前期比 ２４.３％増） 

１株当たり予想当期純利益    ３３円９６銭 

 
（２）財務状態に関する分析 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

    当中間期末の総資産は、２８３億２千万円となり、前期末に比べ１４億３千９百万円の減少と

なりました。 

流動資産につきましては、主に新たな貸付金や未収入金などの発生により１７５億４千７百万

円となり、前期末に比べ４７億２千３百万円増加いたしました。固定資産につきましては、主に

長期貸付金及び長期未収入金の回収により１０７億７千２百万円となり、６１億６千２百万円減

少いたしました。 

     負債につきましては、買掛金債務の減少、弁済及び債務の株式化による借入金債務の減少によ

り前期末に比べ１０４億９千５百万円減少し１０７億５千８百万円となりました。 

     純資産につきましては、本年４月、債務の株式化による第三者割当増資を実施し、前期末に比

べ、資本金及び資本準備金が８６億２千７百万円増加したため１７５億６千１百万円となりまし

た。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) の期末残高は、６億１百万円

となり前期末残高６億７千７百万円に比べ１１.３％減少いたしました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動による資金は、９千９百万円（前期比－）減少しましたが、これは主に新規事業に
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係わる費用の支出及び、クリスマス商戦用の商品確保のために仕入先へ支払った前渡金１０億

５千２百万円の発生により減少いたしました。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動にる資金は２千万円（前期比－）の増加となり、その主な要因は貸付金の回収によ

るものです。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動による資金は、２千４百万円（前期比－）の減少となりました。その主な資金の流

出は借入金の返済によるものです。 

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成１８年 

３月期 

平成１８年 

９月中間期 

平成１９年 

３月期 

平成１９年 

９月中間期 

自己資本比率（％） ２１.４ ２０.５ ２７.１ ６０.４ 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） １１１.１ ６５.０ ７７.０ ９８.０ 

ｷｬﾂｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率（％） １１.８ ６０.２ ３９.８ － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） １３７.３ ３５.０ ４９.４ － 
 
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倍にしております。） 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・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。 

(注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。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

    (注４) 有利子負債は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。 

(注５) 平成19年9月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び、インタレスト・

ガバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの

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 

当社グループは、株主の皆様への長期的利益還元を重要課題と考え、業績に対応した配当を実施

し、更に、企業体質の強化、今後の事業拡大並びに商品開発等の資金需要に備えるべく内部留保の

充実を基本方針としております。 

なお、当中間期末の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことになりま

すが、一日も早く業績の回復を図り、株主の皆様のご期待に添えるよう努力をしてゆく所存です。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成され、電気機器製品等の製造販売を中

心として、物資等並びに医薬品等の販売を行っております。 

主な事業内容とその位置付けは、次のとおりであります。 
 
   主要取扱事業 会 社 名 摘要

Ⅰ 電気機器等の製造販売事業 

音響・映像機器、及びその他の電気機器

（部品も含む）の製造販売 

宮越商事株式会社 

深セン皇冠金属成型有限公司 

 

連結

Ⅱ 物資等並びに医薬品及び医療器具等の 

販売事業 

宮越商事株式会社 

深セン皇冠金属成型有限公司 

隆邦医葯貿易有限公司 

 

連結

連結

Ⅲ 不動産開発及び賃貸事業 

その他 

深セン皇冠（中国）電子有限公司 

CROWN PRECISION (HK) CO., LTD. 

連結

連結

 
 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 
 
 

電気機器製品及び物資

等の仕入・販売 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                販売先 
 
 
 
 
                                    

販売先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       管理運営        仕入先          仕入先 

                                   (製造委託) 

当  社 

ハムフォードオーバー

シーズLTD.、カルダー

トレーディング、ユナ

イテッドグループ 他

病院・医療機関 

及び薬問屋

 

製薬・医療機器 

メーカー 

医薬品、医療器具等の

卸販売 

※隆邦医葯貿易 

有限公司 

※CROWN PRECISION 

(HK)CO.,LTD.

ホールディングカンパ

ニー 

電気機器等部品製造販

売、精密金属プレス加

工等 

※深セン皇冠金属成型

有限公司

電気機器等部品製造販

売、不動産開発及び賃

貸管理 

※深セン皇冠(中国) 

電子有限公司

得 意 先 

グラーテクリミテッド、

クリンガートレーディ

ングリミテッド 他 

 
 
 
 
 

 

 

    (注) ※印は連結子会社であります。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「人々の健康と豊かな生活に貢献する」ことを理念として、電気機器メーカーとして

市場のニーズにあった付加価値の高い製品を開発・供給し、また、商社部門としては安全で廉価

な医薬品や医療器具等を広く普及させ、物資等については十分な取引量を確保供給することを目

指します。更に、広い視野でビジネスチャンスを捉え、経営資源の有効活用による、適正にして

最大の利益の計上とその還元により、社会に貢献してゆくことを目標に、内部統制システムの確

立した経営を基本方針としております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、株主価値を重視する観点から、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）及び自己資本利益率

（ＲＯＥ）を経営指標としております。 

当社は激変する厳しい経済状況のなかで、継続的な成長と収益の増大を図り、企業価値を高め

るべく経営計画を実践し、経営指標の具体的な目標値をＥＰＳ１００円００銭、ＲＯＥ１０％超

としております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

中国医薬産業界は、現在政府主導による医療改革の最中にあり、本年１０月の共産党大会で掲

げられた｢科学的発展観｣と「和諧社会」の実現に向けた重要産業でもあります。また今後ますま

す合併・再編が続くものと思われます。医薬品等販売部門については、この様な市場環境を機敏

に捉え、これまで進めてきた直販体制の構築を一段と強固なものとするため、２つの合弁会社を

いち早く軌道に乗せて行くつもりです。また、その他地域にも販売網その他で補完ができるパー

トナーとは、積極的に戦略的な資本・事業提携を進めて行く所存です。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループにおける現在の主な対処すべき課題の内容は以下のとおりであります。 

1. 国内外における販売市場の開拓及び販売網の整備、新製品の開発など主要事業の拡充 

2. 中国事業（医薬品等の卸事業）の構築 

3. コーポレートガバナンスを徹底した経営管理の実践による企業価値の向上 

4. 債権の早期回収と有利子負債の削減 

上記諸施策については、着実に成果を遂げてきておりますが､更に戦略の質を高め企業体質の強

化と経営基盤の確立を図ってまいります。 

 

（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．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 
             （単位：百万円） 

 
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） 

区分 金額 
構成比
(％) 

金額 
構成比
(％) 

金額 
構成比
(％) 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産  

１．現金・預金 ６０７ ６０１ ６７７ 

２．売掛金 ９，９３５ ８，７２８ ９，６２７ 

３．棚卸資産 １０１ １４４ １４２ 

４．前渡金 － １，０５２ － 

５．短期貸付金 － １，５００ － 

６．未収入金 ２８ ４，８８４ ２，３２０ 

７．その他 ７６ ６３９ ６８ 

貸倒引当金 － △４ △１２ 

流動資産合計 １０，７４９ 28.3 １７，５４７ 62.0 １２，８２４ 43.1

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物 ５２２ ４５７ ４９１ 

(2) 機械装置 １８９ １９７ １９５ 

(3) 工具器具備品他 ２７ ３３ ３１ 

有形固定資産合計 ７３９ 1.9 ６８８ 2.4 ７１７ 2.4

２．無形固定資産  

(1) のれん ２，３８２ ２，２６１ ２，３２５ 

(2) その他 １，８６８ １，９５２ １，９０８ 

無形固定資産合計 ４，２５１ 11.2 ４，２１３ 14.9 ４，２３４ 14.2

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 － １０ １０ 

(2) 長期貸付金 － ４，３４２ ６，５２０ 

(3) 長期未収入金 － １，３１２ ５，２５０ 

(4) 固定化債権 ２５，２２６ － － 

(5) 投資不動産 ６５ ６４ ６５ 

(6) その他 １１６ １４１ １３９ 

貸倒引当金 △３，１５１ △１ △２ 

投資その他の資産合計 ２２，２５７ 58.6 ５，８７０ 20.7 １１，９８２ 40.3

固定資産合計 ２７，２４８ 71.7 １０，７７２ 38.0 １６，９３５ 56.9

資産合計 ３７，９９８ 100.0 ２８，３２０ 100.0 ２９，７５９ 100.0
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                                             （単位：百万円） 
 

 
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） 

区分 金額 
構成比
(％) 

金額 
構成比
(％) 

金額 
構成比
(％) 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金 ７，３２７ ９７０ ３，１５７ 

２．短期借入金 ４，２２８ － ４，２２８ 

３．一年以内返済予定の長期借入金 ４，４３９ ６６ ４，４４８ 

４．未払金 ７４７ ８１９ ６３４ 

５．未払費用 ４，５３２ ５ ５ 

６．その他 １５１ ５３８ ３９３ 

流動負債合計 ２１，４２６ 56.4 ２，４００ 8.5 １２，８６８ 43.2

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ８，３４４ ８，２７８ ８，３２０ 

２．退職給付引当金 ４５ ７９ ６４ 

固定負債合計 ８，３８９ 22.1 ８，３５７ 29.5 ８，３８５ 28.2

負 債 合 計 ２９，８１６ 78.5 １０，７５８ 38.0 ２１，２５３ 71.4

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 ３，８５０ 10.1 ８，１６４ 28.8 ３，８５０ 12.9

２．資本剰余金 ３，５３５ 9.3 ７，８４８ 27.7 ３，５３５ 11.9

３．利益剰余金 ４５１ 1.2 ９２９ 3.3 ６３４ 2.1

４．自己株式 △８ △0.0 △９ △0.0 △９ △0.0

株主資本合計 ７，８２９ 20.6 １６，９３３ 59.8 ８，０１０ 26.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

   為替換算調整勘定 △４８ △0.1 １６３ 0.6 ５４ 0.2

     評価・換算差額等合計 △４８ △0.1 １６３ 0.6 ５４ 0.2

Ⅲ 少数株主持分 ４００ 1.1 ４６４ 1.6 ４４０ 1.5

純資産合計 ８，１８１ 21.5 １７，５６１ 62.0 ８，５０６ 28.6

３７，９９８ 100.0 ２８，３２０ 100.0 ２９，７５９ 100.0
負債純資産合計 
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（２）中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 
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 金額 
百分比
(％)

金額 
百分比
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 １３，０４９ 100.0 １４，１８５ 100.0 ２８，２９３ 100.0

Ⅱ 売上原価 １２，４１８ 95.2 １３，５５６ 95.6 ２６，９４８ 95.2

   売上総利益 ６３１ 4.8 ６２９ 4.4 １，３４５ 4.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ３３２ 2.5 ３８７ 2.7 ７５３ 2.7

   営業利益 ２９９ 2.3 ２４１ 1.7 ５９１ 2.1

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息 ２ ６ ８ 

２．為替差益 ２ １１ ２ 

３．その他 １２ ６９ ８ 

営業外収益合計 １７ 0.1 ８７ 0.6 １９ 0.1

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 ２ １７ ４ 

２．その他 ２１ １２ １３ 

営業外費用合計 ２３ 0.2 ３０ 0.2 １７ 0.1

経常利益 ２９３ 2.3 ２９８ 2.1 ５９３ 2.1

Ⅵ 特別利益 － － １２ 0.1 ２，３５１ 8.3

Ⅶ 特別損失 ５ 0.0 － － ２，４１８ 8.5

   税金等調整前中間(当期)純利益 ２８８ 2.2 ３１１ 2.2 ５２６ 1.9

   法人税,住民税及び事業税 ２５ 0.2 １４ 0.1 ５７ 0.2

   少 数 株 主 利 益 ２６ 0.2 １ 0.0 ５０ 0.2

   中間(当期)純利益 ２３５ 1.8 ２９５ 2.1 ４１８ 1.5
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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） 

（単位：百万円） 

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 

 

評価･換算

差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 3,850 3,535 354 △8 7,731 16 385 8,133
中間連結会計期間中の
変動額    

 剰余金の配当（注）  △138 △138   △138

 中間純利益  235 235   235

自己株式の取得  △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） 

 △64 15 △49

中間連結会計期間中の
変動額合計 － － 97 △0 97 △64 15 47

平成18年9月30日残高 3,850 3,535 451 △8 7,829 △48 400 8,181

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の利益処分項目であります。 

 
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） 

（単位：百万円） 

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 

 

評価･換算

差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成19年3月31日残高 3,850 3,535 634 △9 8,010 54 440 8,506
中間連結会計期間中の
変動額    

 新株の発行 4,313 4,313 8,627   8,627

 中間純利益  295 295   295

自己株式の取得  △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） 

 109 24 133

中間連結会計期間中の
変動額合計 4,313 4,313 295 △0 8,922 109 24 9,055

平成19年9月30日残高 8,164 7,848 929 △9 16,933 163 464 17,561

 
 
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） 

（単位：百万円） 

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 

 

評価･換算

差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 3,850 3,535 354 △8 7,731 16 385 8,133
連結会計年度中の変動
額    

 剰余金の配当（注）  △138 △138   △138

 当期純利益  418 418   418

自己株式の取得  △1 △1   △1
 株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変動額（純額） 

 38 55 93

連結会計年度中の変動
額合計 － － 280 △1 279 38 55 372

平成19年3月31日残高 3,850 3,535 634 △9 8,010 54 440 8,506

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の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 
（単位：百万円） 

 
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）

区分 金額 金額 金額 

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 ２８８ ３１１ ５２６ 

減価償却費 １４ ８０ １５７ 

貸倒引当金の増減額（△減少） － △９ △３，１３５ 

退職給付引当金の増減額（△減少） ０ １２ ３６ 

賞与引当金の増減額（△減少） １５ １ － 

受取利息及び受取配当金 △２ △６ △８ 

支払利息 ２ １７ ４ 

為替差損益(△差益) △６ △１１ △１３ 

売上債権の増減額(△増加) △３，１９１ ７４２ △２，２６０ 

棚卸資産の増減額（△増加） １７ ４ △１９ 

仕入債務の増減額(△減少) ２，８７０ △３，２０６ １，３７６ 

債権譲渡損 － － ３，２１４ 

その他 ９４ １，９８０ ３９２ 

小計 １０３ △８３ ２７０ 

利息及び配当金の受取額 ２ ４ ８ 

利息の支払額 △２ △１ △４ 

法人税等の支払額 △３３ △１８ △６３ 

営業活動によるキャッシュ・フロー ６９ △９９ ２１０ 

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 － △１ △４１ 

有形固定資産の売却による収入 ２７ ０ ２ 

貸付けによる支出 △２２ △６ △３０ 

貸付の回収による収入 － ２８ １１ 

投資活動によるキャッシュ・フロー ５ ２０ △５８ 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △１４７ － △１４７ 

長期借入金の返済による支出 △１５ △２４ △３０ 

自己株式取得による支出 △０ △０ △１ 

配当金の支払額 △１３８ － △１３８ 

為替差損益(△差益) ４ － ６ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △２９７ △２４ △３１０ 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 １８ ２６ ２５ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) △２０２ △７６ △１３２ 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 ８１０ ６７７ ８１０ 

６０７ ６０１ ６７７ 
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間(期末)残高 
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

（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 
 

項目 
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 
(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 ４社 

隆邦医葯貿易有限公司 

深ｾﾝ皇冠(中国)電子有限公司

深ｾﾝ皇冠金属成型有限公司 

CROWN PRECISION(HK)CO.LTD 

(2) 非連結子会社はありません。 

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

隆邦医葯貿易有限公司 

深ｾﾝ皇冠(中国)電子有限公司

深ｾﾝ皇冠金属成型有限公司 

CROWN PRECISION(HK)CO.LTD 

(2) 非連結子会社はありません。 

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

隆邦医葯貿易有限公司 

深ｾﾝ皇冠(中国)電子有限公司

深ｾﾝ皇冠金属成型有限公司 

CROWN PRECISION(HK)CO.LTD 

(2) 非連結子会社はありません。 

２ 持分法の適用

に関する事項 

 

(1) 持分法を適用した関連会

社数 

該当関連会社はありません。

(1) 持分法を適用した関連会

社数 

          同左 

(1) 持分法を適用した関連会

社数 

該当関連会社はありません。

 

 

(2) 持分法を適用しない関連

会社数 

該当関連会社はありません。

(2) 持分法を適用しない関連

会社数 

    同左 

(2) 持分法を適用しない関連

会社数 

該当関連会社はありません。

 

３ 連結子会社の

中間決算日（決

算日）等に関す

る事項 

連結子会社４社は、いずれ

も6月30日を中間決算日とし

ております。中間連結財務諸

表の作成に当たっては同日現

在の財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

 

    同左 連結子会社４社は、いずれ

も12月31日を決算日としてお

ります。連結財務諸表の作成

に当たっては同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を

行っております。 

 

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 

 

 

(イ)有価証券 

          

 

 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のないもの  

  移動平均法による原価法 

 

 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

 時価のないもの  

  移動平均法による原価法 

 (ロ)たな資産 

親会社は主として最終仕入

原価法により評価しておりま

す。連結子会社は主として先

入先出法または総平均法によ

る原価法により評価しており

ます。 

(ロ)たな資産 

    同左 

(ロ)たな資産 

親会社は主として最終仕入

原価法により評価しておりま

す。連結子会社は主として先

入先出法または総平均法によ

る原価法により評価しており

ます。 

(2) 重要な減価

償却資産の

減価償却の

方法 

 

(イ)有形固定資産 

親会社は定率法を採用し、

連結子会社は定額法を採用し

ております。 

(ロ)無形固定資産  

土地使用権については、使

用年数に基づく定額法によっ

ております。ソフトウエア（自

社利用）については、社内に

おける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によって

おります。 

(ハ)長期前払費用 

定額法によっております。

(イ)有形固定資産 

     同左 

 

 

(ロ)無形固定資産 

     同左 

 

 

 

 

 

 

(ハ)長期前払費用 

     同左 

(イ)有形固定資産 

親会社は定率法を採用し、

連結子会社は定額法を採用

しております。 

(ロ)無形固定資産  

土地使用権については、使

用年数に基づく定額法によっ

ております。ソフトウエア（自

社利用）については、社内に

おける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によって

おります。 

(ハ)長期前払費用 

定額法によっております。
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

項目 
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 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(3) 重要な引当

金の計上基

準 

 

 

 

 

(イ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、貸倒懸念債権等

特定の債権については、回収

可能性を個別に検討した必要

額を計上する方法によってお

ります。 

(イ) 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

ては回収可能性を個別に検討

した必要額を計上する方法に

よっております。 

(イ) 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

ては回収可能性を個別に検討

した必要額を計上する方法に

よっております。 

 

 

 

 

 

(ロ) 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。 

(ロ) 退職給付引当金 

     同左 

(ロ) 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。

 

(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、在外子会社

の資産及び負債は、中間決算

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

部における少数株主持分及

び為替換算調整勘定に含め

ております。 

          同左 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、在外子会社の資

産及び負債は、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

る少数株主持分及び為替換

算調整勘定に含めておりま

す。 
(5) その他中間

連結財務諸

表（連結財

務諸表）作

成のための

重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税及

び地方消費税は、当中間連結

会計期間の費用として処理

しております。 
 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税及

び地方消費税は、当連結会計

年度の費用として処理して

おります。 
 

５ 連結子会社の

資産及び負債の

評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債

の評価については、部分時価

評価法を採用しております。

        同左 連結子会社の資産及び負債

の評価については、部分時価

評価法を採用しております。

６ のれんの償却

に関する事項 

 

のれんについては、20年間

の均等償却を行っております。

 

同左    のれんについては、20年間

の均等償却を行っております。

７ 中間連結キャ

ッシュ・フロー

計算書（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

からなります。 

 

    同左 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

からなります。 
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

（６）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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間より「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。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は7,780百万円で

あります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表は、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。 

              

 

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、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

償却の方法に変更しております。 

なお、当該変更に伴う営業利益、経

常利益、及び税金等調整前中間純利益

に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴い、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

格との差額を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。 

なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

（表示方法の変更） 

中間貸借対照表 

前中間連結会計期間において、流動

資産の「その他」に含めて表示してお

りました「短期貸付金」（前中間連結会

計期間63百万円）は、資産総額の100

分の５超となったため、当中間連結会

計期間より区分掲記しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度より「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。これによ

る損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は8,065百万円であり

ます。 

連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計期間における連結貸借対照

表は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

               
（７）中間連結財務表に関する注記事項 

（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．減価償却累計額 

有形固定資産  3,159百万円 

投資不動産     39百万円 

２．偶発債務 

保証債務       2,363百万円 
 

１．減価償却累計額 

有形固定資産  3,496百万円

投資不動産     40百万円 

２．偶発債務 

            
 

１．減価償却累計額 

有形固定資産  3,323百万円

投資不動産     40百万円 

２．偶発債務 

                      
 

（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．           

 

２．特別損失の主な内訳 

 固定資産除却損    5百万円 

 

１．特別利益の主な内訳 

貸倒引当金戻入益 10百万円 

２．特別損失の主な内訳 

            

１．特別利益の主な内訳 

 貸倒引当金戻入益 2,349百万円

２. 特別損失の主な内訳   

 債権譲渡損    2,412百万円
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

（中間連結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． 発行済株式に関する事項                           （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式 10,749,176 － － 10,749,176

２．自己株式に関する事項                            （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式 5,573 157 － 5,730

（注）自己株式の株式数増加は、単位未満株式の買取りによるものであります。 

  ３.新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４．配当金に関する事項 

    配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日 

平成18年6月2日 
董事会 

－ 138 － 平成17年12月31日 平成18年6月2日

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の利益処分項目であります。なお、「株式の種類」および「１株当たり配当金」につい

ては当該子会社が株式会社ではないため記載しておりません。 
 
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．発行済株式に関する事項                           （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式 10,749,176 4,793,000 － 15,542,176

２．自己株式に関する事項                            （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計 
期間増加株式数 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式 6,078 204 － 6,282

（注）自己株式の株式数増加は、単位未満株式の買取りによるものであります。 

  ３.新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４．配当金に関する事項 

    該当事項はありません。 
 
前連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項                           （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計期間 
増加株式数 

当連結会計期間 
減少株式数 

当連結会計期間末 
株式数 

普通株式 10,749,176 － － 10,749,176

２．自己株式に関する事項                            （単位:株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計期間 
増加株式数 

当連結会計期間 
減少株式数 

当連結会計期間末 
株式数 

普通株式 5,573 505 － 6,078

（注）自己株式の株式数増加は、単位未満株式の買取りによるものであります。 

  ３.新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４．配当金に関する事項 

    配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日 

平成18年6月2日 
董事会 

－ 138 － 平成17年12月31日 平成18年6月2日

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の利益処分項目であります。なお、「株式の種類」および「１株当たり配当金」につい

ては当該子会社が株式会社ではないため記載しておりません。 
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（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

掲載されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 607百万円 

現金及び現金同等物 607百万円 
 

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

掲載されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 601百万円

現金及び現金同等物 601百万円

２．重要な非資金取引の内容 

債務の株式化による資本金及び 

資本剰余金増加額   8,627百万円

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載され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 677百万円

現金及び現金同等物 677百万円
 

 
 

（セグメント情報） 

 
(1)  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) 

                                                                             (単位：百万円) 

 
電気機器等
製造販売事業

物資等 
販売事業 

不動産開発及
び賃貸事業他

計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   
(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

11,109 1,685 254 13,049 － 13,049

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

- - 34 34 (34) －

計 11,109 1,685 289 13,084 (34) 13,049

営業費用 10,814 1,632 252 12,699 50  12,750

営業利益 294 53 37 385 (85) 299

(注)１. 製品・商品の種類、販売方法等の類似性、損益収益区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っています。 

   

２. 各事業の主な製品       

事  業  区  分 主   要   製   品 

電気機器等の製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、ラジオカセットレコーダー 

物資等販売事業 資材、雑貨等 

不動産開発及び賃貸事業他 賃貸料、管理料等 

   

３. 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

 金額(百万円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
106 親会社の本社管理部門に係る費用等 
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当中間連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

                             (単位：百万円) 

 
電気機器等
製造販売事業

物資等 
販売事業 

不動産開発及
び賃貸事業他

計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   
(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

12,729 1,201 253 14,185 － 14,185

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

- - 63 63 (63) －

計 12,729 1,201 316 14,248 (63) 14,185

営業費用 12,340 1,250 279 13,870 73  13,944

営業利益 389 △48 37 378 (136) 241

(注)１. 製品・商品の種類、販売方法等の類似性、損益収益区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っています。 

   

２. 各事業の主な製品       

事  業  区  分 主   要   製   品 

電気機器等の製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、マルチメディアプレーヤー 

物資等販売事業 資材、雑貨等 

不動産開発及び賃貸事業他 賃貸料、管理料等 

   

３. 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

 金額(百万円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
136 親会社の本社管理部門に係る費用 

 

 
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) 

                                                                             (単位：百万円) 

 電気機器等
製造販売事業

物資等 
販売事業 

不動産開発及
び賃貸事業他

計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   
(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

22,753 5,017 521 28,293 － 28,293

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

- - 76 76 (76) －

計 22,753 5,017 598 28,369 (76) 28,293

営業費用 22,146 4,924 523 27,594 107  27,701

営業利益 606 93 74 775 (183) 591

(注)１. 製品・商品の種類、販売方法等の類似性、損益収益区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っています。 

 

  ２.各事業の主な製品       

事  業  区  分 主   要   製   品 

電気機器等の製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、ラジオカセットレコーダー 

物資等販売事業 資材、雑貨等 

不動産開発及び賃貸事業他 賃貸料、管理料等 

   

３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

 金額(百万円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額 
183 親会社の本社管理部門に係る費用 
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(2) 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) 

                                                                                    (単位：百万円) 

 アジア ヨーロッパ 中南米 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

5,425 4,642 2,981 13,049 － 13,049

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

34 － － 34 (34) －

計 5,460 4,642 2,981 13,084 (34) 13,049

営業費用 5,281 4,514 2,903 12,699 50  12,750

営業利益 179 128 78 385 (85) 299

(注)１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 
      ２.区分に属する主な国又は地域 
          アジア・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ・・・ドイツ、ポルトガル 
中南米・・・・・パナマ、チリ 

３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の(注)３.と同一であり 
       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) 

                                                                                    (単位：百万円) 

 アジア ヨーロッパ 中南米 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

3,416 8,550 2,218 14,185 － 14,185

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

63 － － 63 (63) －

計 3,479 8,550 2,218 14,248 (63) 14,185

営業費用 3,431 8,286 2,152 13,870 73  13,944

営業利益 48 264 65 378 (136) 241

(注)１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 
      ２.区分に属する主な国又は地域 
          アジア・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ・・・ドイツ、ノルウェー、ギリシャ 
中南米・・・・・パナマ、 

３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の(注)３.と同一であり 
       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) 
                                                                                    (単位：百万円) 

 アジア ヨーロッパ 中南米 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

11,292 10,541 6,458 28,293 － 28,293

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

76 － － 76 (76) －

計 11,369 10,541 6,458 28,369 (76) 28,293

営業費用 11,056 10,247 6,290 27,594 107  27,701

営業利益 312 294 168 775 (183) 591

(注)１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 
      ２.区分に属する主な国又は地域 
          アジア・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ・・・ドイツ 
中南米・・・・・パナマ 

３.「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の(注)３.と同一であり 
       ます。 
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（3）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) 

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．海外売上高  13,049百万円 14,185百万円 28,293百万円 

２．連結売上高に占める 
海外売上高の割合 

100％ 100％ 100％ 

 
 
（リース取引関係） 

該当事項はありません。 

   

 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等取引関係） 

該当事項はありません。 

 

   

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。 
 
 
  （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   724円25銭 １株当たり純資産額 1,100円48銭 １株当たり純資産額  750円75銭 

１株当たり中間純利益  21円95銭 １株当たり中間純利益  19円56銭 １株当たり当期純利益 38円95銭 

  (注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

 （平成18年9月30日） (平成19年9月30日) (平成19年3月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 8,181 17,561 8,506

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円) 400 464 440

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産
額(百万円) 7,780 17,096 8,065

１株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数(株) 10,743,446 15,535,894 10,743,098

 

(2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
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） 235 295 418

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） 235 295 418

普通株式の期中平均株式数（株）  10,743,557 15,090,749 10,743,435
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（重要な後発事象） 
 

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) 

平成18年11月2日開催の取締役会

において、下記のとおり保有債権を

借入先に譲渡し、当該譲渡代金の一

部を借入金債務と相殺する決議を行

い、資産が減少することとなりまし

た。 

１．資産の減少の理由 

  保有債権を借入先に譲渡し、譲

渡代金の一部を借入金債務に代物

弁済することといたしましたので

当該債権・債務の相殺により、資

産が減少することになりました。 

２．資産減少の内容 

 (1)債権の内容 

  相手先法人名 ｸﾗｳﾝ USA INC. 

   債権の種類･金額  

売掛金債権 11,060百万円 

 (2)債務の内容 

  相手先法人名 ㈱ｸﾗｳﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 

  債務の種類･金額  

    借入金債務  4,526百万円 

 (3)譲渡及び相殺処理の方法 

   当社保有のｸﾗｳﾝUSA社の売掛

金債権(固定化債権)11,060百

万円を㈱ｸﾗｳﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞへ譲渡

し、同譲渡代金債権の一部

4,526百万円を同社が保有する

当社への貸付金債権4,526百万

円と相殺いたしました。残りの

譲渡代金6,533百万円について

は、新たな準消費貸借契約を締

結し、同社に対する貸付金とい

たしました。本件相殺により固

定化債権は11,060百万円減少

し、同債権残高は14,166百万円

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は中国陝西医薬控股集団有限責

任公司（以下「陝西医薬集団」という。）

と子会社を設立することに合意し、平

成19年10月1日開催の取締役会におい

て、下記のとおり決議いたしました。

記 

１．子会社の概要 

商号 西北現代医薬物流卸センタ

ー（仮称） 

代表者 未定 

所在地 中国陝西省西安市 

資本金 人民幣１億元（16億円） 

出資 

比率 

当社50 ： 陝西医薬集団50

決算期 12月31日 

事業 

目的 

医薬品卸、小売、物流、物

流卸センターの運営 

従業員 未定 

取扱 

商品 

ＯＴＣ、健康食品、処方薬、

医療機器、日用品他 

売 上 高

(予定) 

初年度2008年  

人民幣 5億3千万元 

（84億8千万円） 

注：( )内の数値はレート１元＝16円で計算 

２．合弁相手方の陝西医薬集団概要 

本店所在地 中国陝西省西安市高新技

術産業開発区 

代表者 昝  安 勝 

事業目的 医薬関連企業への投資お

よび資産運用 

大株主 中国陝西省 100％ 

資本金 人民幣  2億100万元 

（3,216百万円） 

総資産 人民幣29億3千万元 

（46,880百万円） 

売上高 

(連結) 

人民幣39億3千7百万元

（62,992百万円） 

傘下企業 関連企業 ２０社 

研究機関 ４社 

従業員 

(連結) 

15,000人 

当社との 

関係 

人的、資本的及び取引関

係はありません 

 注：( )内の数値はレート１元＝16円で計算 

３．日程 

 (1)取締役会決議日平成19年10月1日

  (2)設立年月(予定)平成19年12月 

  (3)事業開始年月(予定)平成20年1月

 

当社は、平成19年3月16日開催の取

締役会において、第三者割当増資に

よる新株式発行に関し、下記のとお

り決議し、平成19年4月17日付で

Atlantic Jumbo Limited 及び

Swiftasset Group Limited に対し、

デット・エクイティ・スワップによ

り、普通株式を発行いたしました。

記 

１．新株式発行要領 

(1)募集株式の数   

 普通株式       4,793,000株 

(2)払込金額    

 普通株式 １株につき1,800円 

(3)払込金額の総額 

8,627,400,000円 

(4)現物出資財産の内容及び価額 

下記(10)記載の割当先が当社に

対して有する金銭債権合計 

 8,627,400,000円 

(5)申込期間 

平成19年4月13日 

～平成19年4月16日 

(6)給付期日 平成19年4月17日 

(7)増加する資本金の額 

4,313,700,000円 

（普通株式１株につき900円） 

(8)増加する資本準備金の額   

4,313,700,000円 

（普通株式１株につき900円）

(9)新株券交付日  

平成19年4月17日（不発行） 

(10)割当先及び株式数  

Atlantic Jumbo Limited      

3,834,000株 

Swiftasset Group Limited    

959,000株 

(11)新株式の継続所有等の取り決

めに関する事項   

発行日から２年以内に割当

新株式の譲渡をする場合には

その旨を当社へ書面にて報告

する旨の確約を得ています。 

２．増資による発行済株式総数の推

移 

現在の発行済株式総数 

10,749,176株 

 増資による増加株式数  

4,793,000株 

  増資後発行済株式総数 

15,542,176株 
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

 

５．中間個別財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

 
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 金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１．現金・預金 １１１ １３  ４６ 

２．売掛金 ９，６１９ ８，００４  ９，０９９ 

３．前渡金 － １，０５２  － 

４．短期貸付金 ６３ １，５００  ５１ 

５．未収入金 １ ４，９２９  ２，２５０ 

６．その他 １２ ４５  １１ 

  貸倒引当金 － △４  △１２ 

流動資産合計 ９，８０７ 26.4 １５，５３９ 58.0  １１，４４７ 39.8 

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 工具器具備品他 ０ １  ０ 

有形固定資産合計 ０ 0.0 １ 0.0  ０ 0.0 

２．無形固定資産  

(1) 電話加入権他 ０ ０  ０ 

無形固定資産合計 ０ 0.0 ０ 0.0  ０ 0.0 

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 － １０   １０ 

(2) 関係会社株式 ５，２００ ５，５００  ５，４００ 

(3) 長期貸付金 － ４，３４２  ６，５２０ 

(4) 長期未収入金 － １，３１２  ５，２５０ 

(5) 固定化債権 ２５，２２６ －  － 

(6) その他 ７９ ９９  ９９ 

 貸倒引当金 △３，１５１ △１  △２ 

投資その他の資産合計 ２７，３５５ 73.6 １１，２６２ 42.0  １７，２７７ 60.1 

固定資産合計 ２７，３５５ 73.6 １１，２６４ 42.0  １７，２７８ 60.2 

資産合計 ３７，１６３ 100.0 ２６，８０４ 100.0  ２８，７２５ 100.0 
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（単位：百万円） 
 

 
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 金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債 

１．買掛金 ７，２５５ ８９６ ３，０２３

２．短期借入金 ８，６６８ ６６ ８，６７７

３．未払金 １１９ １２３ １３６

４．未払費用 ４，５３０ ４ ４

５．その他 ３４０ ３０ ４１５

流動負債合計 ２０，９１４ 56.3 １，１２１ 4.2 １２，２５６ 42.7

Ⅱ 固定負債 

１．長期借入金 ８，３４４ ８，２７８ ８，３２０

２．退職給付引当金 １４ ８ １４

固定負債合計 ８，３５８ 22.5 ８，２８７ 30.9 ８，３３４ 29.0

負債合計 ２９，２７２ 78.8 ９，４０８ 35.1 ２０，５９１ 71.7

（純資産の部） 

Ⅰ  株主資本 

 １．資本金 ３，８５０ 10.4 ８，１６４ 30.5 ３，８５０ 13.4

 ２．資本剰余金 

  (1) 資本準備金 ３，５３５ ７，８４８ ３，５３５

資本剰余金合計 ３，５３５ 9.5 ７，８４８ 29.3 ３，５３５ 12.3

 ３．利益剰余金 

  (1) その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 ５１３ １，３９２ ７５８

利益剰余金合計 ５１３ 1.4 １，３９２ 5.2 ７５８ 2.6

 ４．自己株式 △ ８ △0.0 △ ９ △0.0 △９ △0.0

株主資本合計 ７，８９０ 21.2 １７，３９５ 64.9 ８，１３４ 28.3

純資産合計 ７，８９０ 21.2 １７，３９５ 64.9 ８，１３４ 28.3

負債純資産合計 ３７，１６３ 100.0 ２６，８０４ 100.0 ２８，７２５ 100.0
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（２）中間損益計算書 

（単位：百万円） 

 

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 金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比 

(％) 
金額 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 １２，０４１ 100.0 １３，２８０ 100.0 ２６，１３９ 100.0

Ⅱ 売上原価 １１，７１４ 97.3 １２，８５３ 96.8 ２５，４１６ 97.2

   売上総利益 ３２６ 2.7 ４２７ 3.2 ７２２ 2.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 １０６ 0.9 １３６ 1.0 ２２５ 0.9

   営業利益 ２１９ 1.8 ２９１ 2.2 ４９７ 1.9

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息及び配当金 ０ ２５１  ４

２．為替差益 ２ ２８  ６

３．その他 ２６ ６９  ５０

営業外収益合計 ３０ 0.2 ３４９ 2.6 ６１ 0.2

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 １ １７  ３

２．その他 ０ ０  ０

営業外費用合計 ２ 0.0 １８ 0.1 ４ 0.0

経常利益 ２４７ 2.1 ６２１ 4.7 ５５３ 2.1

Ⅵ 特別利益 － － １２ 0.1 ２，３５１ 9.0

Ⅶ 特別損失 ０ 0.0 － － ２，４１２ 9.2

   税金前中間(当期)純利益 ２４７ 2.1 ６３４ 4.8 ４９２ 1.9

    法人税、住民税及び事業税 ０ 0.0 ０ 0.0 １ 0.0

   中 間（当 期）純 利 益 ２４６ 2.0 ６３４ 4.8 ４９０ 1.9

     

 

 24 
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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） 

 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利 
益剰余金 

項目 
資本金 資本 

準備金 

その他資

本剰余金

利益 

準備金 繰越利益 
剰余金 

自己 

株式 

株主資 

本合計 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 3,850 3,535 － － 267 △8 7,644 7,644

中間会計期間中の変動額     

 中間純利益   246   246 246

自己株式の取得   △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 － － － － 246 △0 246 246

平成18年9月30日残高 3,850 3,535 － － 513 △8 7,890 7,890

         

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） 

 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利 
益剰余金 

項目 
資本金 資本 

準備金 

その他資

本剰余金
利益準備金

繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成19年3月31日残高 3,850 3,535 － － 758 △9 8,134 8,134

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 4,313 4,313  8,627 8,627

 中間純利益   634  634 634

自己株式の取得   △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 4,313 4,313 － － 634 △0 9,261 9,261

平成19年9月30日残高 8,164 7,848 － － 1,392 △9 17,395 17,395

 

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） 

 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利 
益剰余金 

項目 
資本金 資本 

準備金 

その他資

本剰余金
利益準備金

繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 3,850 3,535 － － 267 △8 7,644 7,644

事業年度中の変動額     

 当期純利益   490  490 490

自己株式の取得   △1 △1  △1 
 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 － － － － 490 △1 489 489

平成19年3月31日残高 3,850 3,535 － － 758 △9 8,134 8,134
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宮越商事㈱ (6766) 平成20年３月期 中間決算短信 

（４）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  
    

項目 
前中間会計期間 

(自平成18年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 
 

関係会社株式 

移動平均法による原価法 

(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 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(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 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評

価基準及び評価

方法 

(1) 商品 
移動平均法による原価法 

(2) 製品 
最終製造原価による原価法 

 
 

     同左 (1) 商品 
移動平均法による原価法 

(2) 製品 
最終製造原価による原価法 

 
 

３ 固定資産の減

価償却方法 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。 

(2) 無形固定資産 
ソフトウエア（自社利用）
については、社内における
見込利用可能期間（５年）
に基づく定額法によってお
ります。 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。 

(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）に基づいております。
(3) 長期前払費用 

定額法によっております。

(少額減価償却資産) 

取得価額が、10万円以上20

万円未満の資産については、

法人税法の規定に基づき、３

年間で均等償却しておりま

す。 

 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。 

(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）に基づいております。

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(少額減価償却資産) 

取得価額が、10万円以上20

万円未満の資産については、

法人税法の規定に基づき、３

年間で均等償却しておりま

す。 

４ 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、貸倒懸念債
権等特定の債権については
回収可能性を個別に検討し
た必要額を計上する方法に
よっております。 

 
(2) 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。 

 

(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
ては回収可能性を個別に検討
した必要額を計上する方法に
よっております。 

(2) 退職給付引当金 

      同左 

(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
ては回収可能性を個別に検討
した必要額を計上する方法に
よっております。 
(2) 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。 

 

５ 外貨建の資産
又は負債の本邦
通貨への換算基
準 

 

外貨建金銭債権債務は、中間
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。 

 

     同左 外貨建金銭債権債務は、期末
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。 

 

６ 消費税等の会

計処理方法 

消費税等の会計処理は、税

抜方式を採用しております。

 

     同左 消費税等の会計処理は、税

抜方式を採用しております。
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（５） 中間財務諸表作成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) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

 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。 これによる損益に与え

る影響はありません。なお、従来の資

本の部の合計に相当する金額は7,890

百万円であります。中間財務諸表等規

則の改正により、当中間会計期間にお

ける中間財務諸表は、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

             

 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、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。 

なお、当該変更に伴う営業利益、経

常利益、税引前中間純利益、中間純利

益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、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。 

なお、当該変更に伴う損益に与える

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

する会計基準等) 

 当事業年度より「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。  

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は8,134百万円であります。

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。 

 

 

（６）中間個別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．減価償却累計額 

有形固定資産 4百万円 

投資不動産  39百万円 

 

２．保証債務  2,363百万円 

 

 

１．減価償却累計額 

有形固定資産 4百万円 

投資不動産  40百万円 

 

２．保証債務    －百万円 

 

 

１．減価償却累計額 

有形固定資産 4百万円 

投資不動産  40百万円 

 

２．保証債務    －百万円 

 

３．関係会社に対する金銭債権債務 

   未収入金   0百万円 

仮受金   402百万円 

 

４．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「未払

金」に含めて表示しております。 
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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．         

 

 

 

２．         

 

 

３．特別損失の主要項目 

固定資産除却損  0百万円 

 

１．関係会社との取引高 

営業外取引高      261百万円 

 

 

２．特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益  10百万円 

 

３．特別損失の主要項目 

           

 

１．関係会社との取引高 

営業取引高         4百万円 

営業外取引高       42百万円 

 

２．特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 2,349百万円 

 

３．特別損失の主要項目 

債権譲渡損    2,412百万円 

 

 
 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
 
前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
 

自己株式に関する事項                                                                   （単位:株） 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 5,573 157 － 5,730 

     変動事由 
    自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取り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） 
 

自己株式に関する事項                                                                   （単位:株） 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 6,078 204 － 6,282 

     変動事由 

    自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
 

自己株式に関する事項                                                                   （単位:株） 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 5,573 505 － 6,078 

     変動事由 

    自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

（リース取引関係）  

       当中間期、前中間期及び前事業年度において、該当事項はありません。  

 

（有価証券関係） 

当中間期、前中間期及び前事業年度において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

有しておりません。  
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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  734円49銭 １株当たり純資産額 1,119円70銭 １株当たり純資産額  757円18銭 

１株当たり中間純利益  22円96銭 １株当たり中間純利益 42円02銭 １株当たり当期純利益 45円69銭 

  (注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

 （平成18年9月30日） (平成19年9月30日) (平成19年3月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 7,890 17,395 8,134

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間期末(当期末)の純資
産額(百万円) 7,890 17,395 8,134

１株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(当期末)の普通株式の数（株） 10,743,446 15,535,894 10,743,098

 

(2) １株当たり当期純利益 

 
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)

中間(当期)純利益（百万円） 246 634 490

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） 246 634 490

普通株式の期中平均株式数（株）  10,743,557 15,090,749 10,743,435
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６．その他 
 
生産、受注及び販売の状況 
 
（１） 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。 

(単位：百万円) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

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) 

電気機器等製造販売事業 １１，１０９ １２，７２９ ２２，７５３

物資等販売事業 ７５３ ６７２ １，６４１

不動産開発及び賃貸事業他 － ― ―

合   計 １１，８６２ １３，４０２ ２４，３９５

（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．金額は、販売価格によって算出しています。 
３．上記の金額には、消費税は含まれていません。 

 
（２） 受注状況 
当中間連結会計期間における受注状況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。 

(単位：百万円) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

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) 

電気機器等製造販売事業 １１，５３０ １４，４４３ ２３，１６６

物資等販売事業 １，６２７ ９８１ ５，０９４

不動産開発及び賃貸事業他 ２５４ ２５３ ５２１

合   計 １３，４１３ １５，６７８ ２８，７８２

 （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、消費税は含まれていません。 

  
 

（３） 販売実績 
当中間連結会計期間における販売状況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。 

(単位：百万円) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

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) 

電気機器等製造販売事業 １１，１０９ １２，７２９ ２２，７５３

物資等販売事業 １，６８５ １，２０１ ５，０１７

不動産開発及び賃貸事業他 ２５４ ２５３ ５２１

合   計 １３，０４９ １４，１８５ ２８，２９３

（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、消費税は含まれていません。 
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