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半期報告書提出予定日  

　

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  　 （百万円未満切捨て、％表示は対前年中間期増減率）

百万円  　％ 百万円  　％  百万円  　％ 百万円  　％

　 　
　 　

　 円 銭  円  銭 　 　 　 　 　 　 　
　 29 　 96 　 　 　 － － 　 　 　 　 　 　
　 22 　 49 　 　 　 － － 　 　 　 　 　 　
24 86 － －

（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 　

百万円 百万円 ％ 円 銭
31.8 61
25.2 96
29.6 08

（参考）　自己資本  19年9月中間期　5,547 百万円 　18年9月中間期  5,196 百万円　 19年3月期　5,228 百万円　

(3)連結キャッシュ・フローの状況 　

百万円 百万円 百万円 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭
－ － 6 00 6 00
－ － － －

2０年3月期(予想) － － 6 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）

百万円 ％ 　 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭
 34

29,208

17,455

中間（当期）純利益
１ 株 当 た り

△   711
△   365

6,183

1,666 1,544

潜在株式調整後１株当たり

自己資本比率

20,643

中間（当期）純利益

総　　資　　産 純　　資　　産

5,675

（基準日）

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

１９年９月中間期

１９年３月期

１９年９月中間期
１８年９月中間期

１９年３月期

１９年３月期

１９年３月期

１９年９月中間期
１８年９月中間期

１８年９月中間期
１９年９月中間期

27,000 1,450

17,668 5,725

中間期末 期　　末

148

6

経 常 利 益

2,285 △ 2,570

年　　間
１株当たり配当金

△   5

00

△9.4 38.1

876
810

852
750

1,434

373

1,400

△ 232

当期純利益
１株当たり

34

1,616

510

1,884

当期純利益

通　　　期

売　上　高 営 業 利 益

152１８年９月中間期 0

１９年３月期
2０年3月期(実績)

△7.6 △13.0

１株当たり純資産

9.5
369

期　末　残　高

349

現金及び現金同等物財務活動による

352

キャッシュ・フロー

平成19年11月12日

△ 8.6
33.2

 

13.6

経 常 利 益 中間（当期）純利益

444
333

（URL  http://www.kimuranet.jp）７４６１

3.1
8.13.9

売　　上　　高 営 業 利 益

6.2
14,529
13,989

平成19年12月14日
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

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、16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」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 株 18年9月中間期 株

19年3月期 株
②　期末自己株式数 19年9月中間期 株 18年9月中間期 株

19年3月期 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、29ページ
　　　「１株当たり情報」をご覧下さい。

（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  　 （百万円未満切捨て、％表示は対前年中間期増減率）

百万円  　％ 百万円  　％  百万円  　％ 百万円  　％

１９年３月期

 　銭 　 　

　 　
　 　

１９年３月期 16 84

(2)個別財政状態 　

百万円 百万円 ％ 円 銭
51.9 26
39.3 14

１９年３月期 59
（参考）　自己資本  １９年９月中間期  5,349 百万円　１８年９月中間期　5,199 百万円　１９年３月期  5,191 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）

百万円 ％ 　 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭
  22

（注）業績予想につきましては、実際の業績数字と異なる結果となる場合があります。業績予想
　　　に関する事項については、「１．経営成績　通期の見通し」をご参照下さい。

349

１株当たり純資産

19

16,162 1,031 1,069

総　　資　　産 純　　資　　産 自己資本比率

250

17

当期純利益

13,335通　　　期

売　上　高 営 業 利 益

700 720 330△32.1 △32.7

１８年９月中間期 13,239 5,199

経 常 利 益

10,924 5,191 47.5
350

１９年９月中間期 10,313 5,349 360

１９年９月中間期 09

437

１８年９月中間期 13

１ 株 当 た り中 間

円

（当 期） 純 利 益

１８年９月中間期 6.6 8.8
１９年９月中間期 0.47,438 0.2 △ 0.2

7,405 436
457
458

売　　上　　高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

1.3

△17.5

11.4

32.0 22

13.4
283

１株当たり
当期純利益

254

330,483

15,180,000

331,772

15,180,000

330,183

15,180,000
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

１．経営成績

　（１）経営成績に関する分析

　　　　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善する中、設備投資も引続き増加してお

　　　ります。また、個人消費は増加傾向にあるものの、長引く原油価格の高騰は原材料価格の上昇による

　　　製品価格への転嫁が家計支出の増加につながるなど、先行きの不透明感は払拭されておらず、楽観で

　　　きない市場環境となっております。

　　　　今年度上半期の新設住宅着工戸数は、改正建築基準法が６月２０日に施行され、制度変更に伴う確

　　　認申請に対する認可の遅れが新設住宅着工の減少となっており、９月末の累計では全国で前年同期比

　　　１９．７％の減少となっており、持家では、全国で前年同期比１７．５％減、北海道で同１３．４％

　　　減と大幅な着工減の状況となっております。

　　　　この様な市場環境のもと、卸売事業では、キムラブランドの再構築を最重点目標として、高気密、

　　　高断熱、好換気、暖房、オール電化を中心とした提案営業を住宅建設の施主に影響を持つ工務店に対

　　　する営業を強化することにより、工事物件の獲得に注力してまいりました。

　　　　小売事業では、暖冬による雪解けも早く、ガーデン関連での花、苗、庭木の取扱い種類を増加させ

　　　、また、輸入商材を中心としたガーデニング関連商材の提案も好評であった結果、来店客数は前年比

　　　５．７％の増加となっております。

　　　　不動産事業では、「ベイシティガーデン小樽」の今期契約分のマンション分譲売上がありました。

　　　その他事業では、住宅着工戸数の減少と同業他社の価格攻勢による足場施工現場の獲得競争の激化

　　　がありましたが、前年並みの業績を確保することができました。

　　　　その結果、当中間連結会計期間の業績は売上高１４５億２９百万円（前年同期比３．９％増）、

　　　営業利益８億７６百万円（前年同期比８．１％増）、経常利益８億５２百万円（前年同期比１３．６

　　　％増）、中間純利益４億４４百万円（前年同期比３３．２％増）となりました。

　　　　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。

　　　　①　卸売事業

　事業が大きな影響を受ける持家着工が６月２０日に施行された改正建築基準法による確認申請

の認可遅れが着工減となり、その状況が当社の業績に影響を及ぼした結果、売上高５８億７０百

万円（前年同期比３．６％減）、営業利益３億９８百万円（同９．５％減）となりました。

商品分類別売上実績

住宅金物 住宅資材 住宅機器 エクステリア 機械工具 ビル資材 住宅その他 合計

879 2,240 913 579 373 420 684 6,088

854 1,962 1,166 560 347 288 693 5,870

97.2 87.6 127.7 96.7 93.0 68.6 101.3 96.4

　　　　②　小売事業

　大型ホームセンターの来店客数が前期比５．７％の増加となり、特に雪解けが例年より早め

であったことによる春先に大きく増加したことにより、売上高７４億１４百万円（前年同期比

６．８％増）、営業利益３億７３百万円（同１４．５％増）となりました。

大型ホームセンター部門別売上実績

日用品 レジャー 資材 ガーデンインテリア その他 ＲＥ事業 合計

1,337 925 2,192 685 710 30 416 6,295

1,437 1,041 2,281 780 757 40 454 6,794

107.5 112.5 104.1 113.9 106.6 133.3 109.1 107.9

平成１８年９月中間期

平成１９年９月中間期

前年同期比（％）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１８年９月中間期

平成１９年９月中間期

前年同期比（％）
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

　　　　③　不動産事業

　保有する賃貸用資産の有効活用と、「ベイシティガーデン小樽」のマンション売上が発生した

ことにより、売上高９億９１百万円（前年同期比３９．７％増）、営業利益１億７７百万円（

同２２．４％増）となりました。

　　　　④　その他の事業

　建築足場のレンタル事業において、施工チームの拡大や新規顧客の開拓など積極的な営業を

展開しておりますが、新設住宅着工の落ち込みや、同業他社の低価格攻勢などによる受注の苦戦

などがあり、売上高２億５２百万円（前年同期比１．２％増）、営業利益については、前期に足

場部材の購入による減少がありましたが、今期は７３百万円（同１１０．１％増）となりました。

　（通期の見通し）

　今後の日本経済は、業種間・地域間格差はあるものの、生産活動を中心に景気の回復基調が続

くものと思われます。しかしながら、原材料価格の上昇や金利の上昇など懸念材料もあるため、

引き続き楽観のできない経営環境が続くことが予想されます。

　このような経済環境の中、卸売事業では、建築確認申請の認可遅れの状況の改善は期待される

ものの、大幅な着工戸数の増加は期待できないため、工務店に対するよりきめ細かい提案営業を

継続・強化すると共に、新商材の開発にも力を入れてまいります。

小売事業では、㈱ジョイフルエーケーにおける店舗増床工事に伴う影響を最小限におさえ、提案

型の売場造りと価格競争に巻き込まれない、差別化商品の拡大を行ってまいります。

また、その他事業である建築足場のリース事業において、前期より計画していた第２ヤードを

１１月から稼動させることができ、現場デリバリーの利便性を向上させることにより、施工現場

の増加を目指してまいります。

　以上により、通期の業績見通しは、売上高２７０億円（前年度比７．６％減）、営業利益１４

億５０百万円（同１３．０％減）、経常利益１４億円（同９．４％減）、当期純利益５億１０百

万円（同３８．１％増）を予定しており、当初の計画に変更はありません。
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

　（２）財政状態に関する分析

①資産・負債・純資産の状況

　　当中間連結会計期間の資産合計は、１７４億５５百万円で、前連結会計年度末と比較して２億

　１３百万円減少しております。これは主に、マンションの引渡し完了による棚卸資産が７億１０

　百万円減少し、売掛債権が６億１６百万円増加したことによるものであります。

　　負債合計は、１１２億７２百万円で、前連結会計年度末と比較して６億７０百万円減少してお

　ります。これは主に、社債５億円の償還が完了したことによるものであります。

　　純資産合計は、６１億８３百万円で、前連結会計年度末と比較して４億５７百万円増加してお

　ります。これは、株主様への配当金の支払いがあったものの、中間連結純利益の増加があったこ

　とによるものであります。

　　上記の結果、当中間連結会計期間末の自己資本比率は３１．８％となり、前連結会計年度末と

　比較して２．２％上昇いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

　　　　　　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は、前中

　　　　　間連結会計期間末に比べ、営業活動によるキャッシュ・フローで４百万円減少、投資活動によるキ

　　　　　ャッシュ・フローで２億３２百万円減少したものの、財務活動によるキャッシュ・フローで３億４

　　　　　５百万円増加したことにより当中間連結会計期間末には１４億３４百万円となりました。

　　　　　　その結果、資金残高は前中間連結会計期間末より１億８２百万円減少（１１．３％減）となりま

　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果による資金の増加は１億４８百万円（前年同期比４百万円減）となりました。

これは主に税金等調整前中間純利益の増加と売上債権の増加による資金の支出及び分譲マンショ

ンの売上に伴う前受金の減少による資金の支出があったことによるものであります。

　　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果による資金の減少は２億３２百万円（前年同期比２億３２百万円増）となりま

した、これは主に有形固定資産の取得に伴う支出と、有形固定資産の売却による収入があったこ

とによるものであります。

　　

　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果による資金の減少は３億６５百万円（前年同期比３億４５百万円減）となりま

した。これは主に社債の償還と配当金の支払いによる資金の支出によるものであります。

　

　

　当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンド

中　間 期　末 中　間 期　末

   23.2    23.3    25.2    29.6

時価ベースの自己資本比率 （％）    31.8    30.9    31.3    35.2

   46.0     3.2    55.0     2.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ     3.1    18.1     3.8    17.5

　＊　自己資本比率 　 ：　自己資本／総資産

：　株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数 　 ：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：　営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　１．各指標は、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、期末（中間期末）株価終値  Ｘ  期末（中間期末）発行済株式数（

　　　　　自己株式を除く）により算定しております。

　　　３．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内、利子を払って

　　　　　いる全ての負債を対象としております。

　　　４．利払いについては、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

　　　　　しております。

      42.2

       2.4

      28.1

　 　　　した。

平成１９年３月期 平成２０年３月期

中　間

      31.8

　　　時価ベースの自己資本比率

債務償還年数　 　　　　　（年）

自己資本比率 　　　　    （％）

平成１８年３月期
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

　（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　　　　　　株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題と考えており、経営基盤の強化・拡大に

　　　　　努めることにより業績に応じた適正な配当を継続的に行うことを基本方針としております。

　　　　　そのために、可能な限りの経営効率化により収益の向上を図り安定的な配当水準の維持向上に努め

　　　　　ることにより、２０％以上の配当性向を維持するよう努力してまいります。

　　　　　また、内部留保金につきましては、今後の事業活動に対する投資、企業体質及び競争力の更なる強

　　　　　化に充当して行く考えであります。

　　　　　　なお、上記の考えのもと、当連結会計年度の配当につきましては、当期の業績予想等を勘案し、

　　　　　期末配当として１株につき普通配当６円を予定しております。

　

　（４）事業等のリスク

　当社グループにおける事業等に係る主要なリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼす

可能性がある事項には、以下があります。

　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(平成19年9月30日）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）　当社グループの主な事業環境リスク

       ①　卸売事業　

　 　  　　新設住宅着工戸数は平成１７年度は124万8千戸であり、平成1８年度は128万5千戸となっており

   　　　ますが、今後については、少子高齢化や増税の影響などにより減少することが予想されております。

　   　　今後、日本の景気が飛躍的に好転することが期待できない中、また、人口の減少傾向に歯止めがか

　   　　からない中で新設住宅着工戸数の激減があった場合には、当社及び当社グループの業績に影響を及

　   　　ぼす可能性があります。

       ②　小売事業

　   　　　当社グループでは２店舗の大型ホームセンターと２店舗の地域密着型ホームセンター及び１店舗

　   　　の建築資材専門店を運営しております。

　   　　近年、ホームセンター業界では同業他社・他業態との差別化が生き残りのカギとなり、また、再編

　   　　による寡占化が進行してきております。

　   　　　そのような業界で生き残っていくために、当社グループでは経営の方向性として価格追求型では

　   　　なく、ハード商品を中心としたプロ仕様による幅広い品揃えの店舗運営を目指しておりますが、

　   　　近隣に同業他社の出店があった場合、または、予想以上の天候不順などがあった場合には、当社グ

　   　　ループの業績が影響を受ける可能性があります。

　　　２）　売上債権管理上のリスク

　　　　　　

　　   　　当社は、北海道を中心に関東以北の都道県で2,000社程度の取引先に対して主に建築資材の販売

　   　　を行っており、売掛金を有する取引先が当社の予測し得ない財務上の問題に直面した場合には、当

　   　　社の業務及び財務状況が影響を受ける可能性があります。

　　　３）　災害等のリスク

　   　　　地震または火災等により、当社グループの営業拠点等が重大な損害を受ける可能性があります。

   　　　特に、当社グループは親会社のコンピュータ・システムにより集中管理方式にて情報処理しており

   　　　その設備の保全・安全対策については充実した設備を有する施設において運用するなどの対応策を

   　　　講じておりますが、万一その設備等が損害を被った場合、当社グループの業務処理の停滞・遅延が

　   　　発生し、当社グループの業績、その他に影響を及ぼす可能性があります。
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成１９年６月２９日提出）における「事業系統図（事業の内容）」

及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

３．経営方針

　（１）経営の基本方針

　平成１９年３月期決算短信（平成19年5月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略します。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホ－ムページ）

   http://www.kimuranet.jp/ir_kessan.html

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

   http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

　（２）目標とする経営指標

　　　　当社グループでは、｢投下した資本に対し、どれだけの利益を上げられたか｣という点などを重視し

　　　た経営効率の向上に努めております。なかでも、自己資本純利益率（ＲＯＥ）の経営指標を重視し、

　　　ＲＯＥ８％を中期的な目標としております。

　　　今後とも安定的に達成できるよう、引き続きグループ企業全体の効率的経営を推進することにより、

　　　継続的な企業価値の向上を目指してまいります。

　（３）中長期的な会社の経営戦略

　　　　住宅産業を通して社会貢献することを目指している当社にとりまして、少子・高齢化等の影響で新設

　　　住宅着工戸数の減少傾向は経営戦略の課題となってきてはおりますが、創業６０周年を迎え、新３ケ年

　　　計画に基づき、キムラブランドの再構築を目指して、人づくり、仕組みづくりに挑戦します。

　

　　　基本戦略　：　新３ケ年計画をビジネスプランとして落し込み、具現化し、新たなビジネスチャンスを

　　　　　　　　　　発掘する。

　

　　　１）営業戦略

　　　　　①　住まいに関するトータル提案のできる営業部隊づくり

　　　　　②　グループ力、総合力を生かしてのコラボレーション戦略

　　　２）商品戦略

　　　　　①　商品開発プロジェクトの継続と新商品開発のスピードアップ

　　　　　②　国内、海外の総代理店権利の獲得

　　　　　③　取引先から支持される在庫戦略と配送システムの見直し

　　　３）新規事業戦略

　　　　　①　第２ヤードの早期開設による建設足場リース事業の拡大

　　　　　②　エクステリア・リフォーム事業拡大着手（子会社ホームセンターと連携）

　　　４）設備投資戦略

　①　新物流センタープロジェクトのスタート

　②　リース第２ヤードの開設

　　　５）財務戦略

　　　　　①　売掛金の現金回収化推進による財務体質の強化

　　　　　②　ＩＲと連動した資本政策の推進
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

　（４）会社の対処すべき課題

　平成１９年３月期決算短信（平成19年5月14日開示）により開示を行った内容から重要な

変更がないため開示を省略します。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホ－ムページ）

   http://www.kimuranet.jp/ir_kessan.html

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

   http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

４．中間連結財務諸表等
　（１）中間連結貸借対照表

　　　　　　　　期　　別

　
　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 金　　額  構成比
＜資産の部＞ ％ ％ ％

Ⅰ　流　動　資　産 10,746,707 52.0 7,639,098 43.8 7,913,092 44.8

　１．現 金 及 び 預 金 1,621,191 1,438,973 1,888,751

　２．受取手形及び売掛金 2,530,066 2,422,362 1,806,070

　３．商　　　  　　　品 2,937,927 2,847,317 2,539,815

　４．その他のたな卸資産 3,131,166 537,594 1,248,155

　５．繰 延  税  金  資  産 133,559 61,796 18,395

　６．そ　 　 の　 　 他 411,177 353,179 428,598

　    貸  倒  引  当  金 　△   18,382 　△   22,125 　△   16,694

Ⅱ　固　定　資　産 9,862,043 47.8 9,816,343 56.2 9,755,407 55.2

　１．有 形 固 定 資 産 8,957,724 43.4 8,849,491 50.7 8,776,202 49.7

    （１）建物及び構築物 4,627,106 4,342,795 4,469,701

    （２）土　　　　　地 2,343,379 2,594,494 2,343,379

    （３）賃 貸 用 建 物 517,804 487,113 501,691

    （４）賃貸用その他資産 16,928 13,837 15,207

    （５）賃 貸 用 土 地 1,401,979 1,303,118 1,401,979

    （６）そ　　の　　他 50,527 108,132 44,242

　２．無 形 固 定 資 産　 21,051 0.1 17,125 0.1 19,021 0.1

    （１）そ　　の　　他 21,051 17,125 19,021

　３．投資その他の資産 883,267 4.3 949,726 5.4 960,183 5.4

    （１）投資有価証券 402,375 342,112 396,310

    （２）長 期 貸 付 金 7,867 7,080 7,476

    （３）繰延税金資産 36,608 183,893 155,181

    （４）そ  　の  　他 492,136 451,260 422,768

          貸 倒 引 当 金 　△   55,721 　△   34,620 　△   21,553

Ⅲ　繰　延　資　産 34,610 0.2 － － － －

　１．開　　業　　費 34,610 － －

資　　産　　合　　計 20,643,362 100.0 17,455,441 100.0 17,668,499 100.0

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

（平成１８年９月３０日現在）（平成１９年９月３０日現在）

 

　　　（単位：千円）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成１９年３月３１日現在）
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

　　　　　　　　期　　別

　
　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 金　　額  構成比
＜負債の部＞ ％ ％ ％

Ⅰ　流　動　負　債 8,738,086 42.3 5,144,175 29.5 5,818,480 32.9

　１．支払手形及び買掛金 4,240,030 2,540,341 2,495,515

　２．短　期　借　入　金 2,129,140 1,456,689 1,231,120

　３．１年以内償還予定の社債 1,000,000 － 500,000

　４．未 払 法 人 税 等 351,942 387,381 530,156

　５．賞  与  引  当  金 112,106 122,890 101,931

　６．そ　 　 の 　　 他 904,867 636,873 959,757

Ⅱ　固　定　負　債 6,229,805 30.2 6,128,035 35.1 6,124,564 34.7

　１．長　期　借　入　金 5,280,600 4,817,372 4,819,250

  ２．再評価に係る繰延税金負債 270,253 270,253 270,253

　３．退 職 給 付 引 当 金 238,912 240,638 229,025

　４．役員退職慰労引当金 － 363,562 366,176

　５．そ　　　の　　　他 440,040 436,209 439,859

負　　債　　合　　計 14,967,892 72.5 11,272,210 64.6 11,943,045 67.6

＜純資産の部＞

Ⅰ 株主資本 5,100,196 24.7 5,476,825 31.4 5,135,364 29.1

　１．資　本　金 793,350 3.8 793,350 4.5 793,350 4.5

　２．資本剰余金 834,500 4.0 834,500 4.8 834,500 4.7

　３．利益剰余金 3,599,720 17.5 3,976,987 22.8 3,635,023 20.6

　４．自 己 株 式 △  127,373 △ 0.6 △  128,011 △ 0.7 △  127,508 △ 0.7

Ⅱ 評価・換算差額等 96,572 0.5 70,685 0.4 92,796 0.5

  １．その他有価証券評価差額金 85,442 0.4 44,794 0.3 79,404 0.5

  ２．繰延ヘッジ損益 40,638 0.2 41,578 0.2 42,900 0.2

  ３．土地再評価差額金 △ 　29,508 △ 0.1 △ 　15,687 △ 0.1 △   29,508 △ 0.2

Ⅲ 少数株主持分 478,700 2.3 635,719 3.6 497,293 2.8

純  資　産　合　計 5,675,469 27.5 6,183,230 35.4 5,725,454 32.4

負 債 純 資 産 合 計 20,643,362 100.0 17,455,441 100.0 17,668,499 100.0

要約連結貸借対照表
（平成１８年９月３０日現在）（平成１９年９月３０日現在）（平成１９年３月３１日現在）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度の
　　　（単位：千円）
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　（２）中間連結損益計算書
　

　　　　　　　　期　　別

　
　科　　目 金　　額  百分比 金　　額  百分比 金　　額  百分比
　 ％ ％ ％

Ⅰ　売　　上　　高 13,989,401 100.0 14,529,532 100.0 29,208,674 100.0

Ⅱ　売　上　原　価 10,853,271 77.6 11,230,307 77.3 22,842,009 78.2

　　売　上　総　利　益 3,136,129 22.4 3,299,225 22.7 6,366,664 21.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,325,673 16.6 2,422,954 16.7 4,700,430 16.1

　　営　　業　　利　　益 810,455 5.8 876,270 6.0 1,666,234 5.7

Ⅳ　営　業　外　収　益 72,994 0.5 65,766 0.5 139,795 0.5

　１．受　取　利　息 490 450 1,251

　２．仕　入　割　引 41,170 39,839 79,296

　３．そ　　の　　他 31,333 25,477 59,247

Ⅴ　営　業　外　費　用 133,108 0.9 89,965 0.6 261,162 0.9

　１．支　払　利　息 65,741 57,942 130,678

　２．売　上　割　引 22,777 23,085 51,665

　３．開 業 費 償 却 34,608 － 69,218

　４．そ　　の　　他 9,980 8,937 9,598

　　経　　常　　利　　益 750,342 5.4 852,072 5.9 1,544,867 5.3

Ⅵ　特　別　利　益 8,253 0.0 54,634 0.3 13,723 0.0

　１．固定資産売却益 － 16,113 －

　２．火災保険収入 － 38,521 －

　３．そ　　の　　他 8,253 － 13,723

Ⅶ　特　別　損　失 5,865 0.0 397 0.0 359,516 1.2

　１．固定資産廃売却損 5,865 397 6,860

　２．過年度役員退職慰労

　　　引当金繰入額 － － 352,656

 税金等調整前中間（当期）純利益 752,730 5.4 906,309 6.2 1,199,074 4.1

 法人税、住民税及び事業税 337,156 2.4 370,857 2.5 730,438 2.5

 法 人 税 等 調 整 額 7,823 0.1 △  47,896 △ 0.3 6,942 0.0

 少 数 株 主 利 益 73,807 0.5 138,465 0.9 92,446 0.3

 中間（当期）純利益 333,942 2.4 444,881 3.1 369,246 1.3

要約連結損益計算書
自　平成１８年４月　１日

     （単位：千円）

至　平成１９年３月３１日

自　平成１８年４月　１日

 

至　平成１８年９月３０日 至　平成１９年９月３０日

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

自　平成１９年４月　１日

前連結会計年度の
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㈱キムラ（７４６１）平成２０年３月期中間決算短信

（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）

平成18年3月31日残高 793,350 834,500 3,366,467 △  126,220 4,868,096

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △   89,114 △   89,114

　中間純利益 333,942 333,942

　自己株式の取得 △    1,153 △    1,153

　土地再評価差額金の取崩 △   11,575 △   11,575

　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 － － 233,252 △    1,153 232,099

平成18年9月30日残高 793,350 834,500 3,599,720 △  127,373 5,100,196

その他有価証券 繰延ヘッジ 土地再評価 評価・換算
評価差額金 損益 差額金 差額等合計

平成18年3月31日残高 111,672 － △   41,084 70,587 404,898 5,343,582

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △   89,114

　中間純利益 333,942

　自己株式の取得 △    1,153

　土地再評価差額金の取崩 △   11,575

　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 △   26,229 40,638 11,575 25,985 73,802 331,886

平成18年9月30日残高 85,442 40,638 △   29,508 96,572 478,700 5,675,469

　　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）

平成19年3月31日残高 793,350 834,500 3,635,023 △  127,508 5,135,364

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △   89,097 △   89,097

　中間純利益 444,881 444,881

　自己株式の取得 △      502 △      502

　土地再評価差額金の取崩 △   13,821 △   13,821

　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 － － 341,963 △      502 341,460

平成19年9月30日残高 793,350 834,500 3,976,987 △  128,011 5,476,825

その他有価証券 繰延ヘッジ 土地再評価 評価・換算
評価差額金 損益 差額金 差額等合計

平成19年3月31日残高 79,404 42,900 △   29,508 92,796 497,293 5,725,454

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △   89,097

　中間純利益 444,881

　自己株式の取得 △      502

　土地再評価差額金の取崩 △   13,821

　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 △   34,610 △   1,321 13,821 △   22,110 138,425 457,776

平成19年9月30日残高 44,794 41,578 △   15,687 70,685 635,719 6,183,230

純資産合計

△   34,610 △   1,321 13,821 △   22,110 138,425 116,315

評価・換算差額等
少数株主持分

      　　　    （単位：千円）

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

株　主　資　本
       　　　   （単位：千円）

資本金 株主資本合計資本剰余金 利益剰余金 自己株式

99,787

少数株主持分 純資産合計

△   26,229 11,575 25,985 73,802

評価・換算差額等

40,638
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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）

平成18年3月31日残高 793,350 834,500 3,366,467 △  126,220 4,868,097

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △   89,114 △   89,114

　当期純利益 369,246 369,246

　自己株式の取得 △    1,288 △    1,288

  土地再評価差額金の取崩 △   11,575 △   11,575

　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 － － 268,556 △    1,288 267,267

平成19年3月31日残高 793,350 834,500 3,635,023 △  127,508 5,135,364

その他有価証券 繰延ヘッジ 土地再評価 評価・換算

評価差額金 損益 差額金 差額等合計
平成18年3月31日残高 111,672 － △   41,084 70,587 404,898 5,343,582

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △   89,114

　当期純利益 369,246

　自己株式の取得 △    1,288

  土地再評価差額金の取崩 △   11,575

　株主資本以外の項目の連結会計 △   32,268 42,900 11,575 22,208 92,395 114,604

　年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 △   32,268 42,900 11,575 22,208 92,395 381,871

平成19年3月31日残高 79,404 42,900 △   29,508 92,796 497,293 5,725,454

純資産合計

評価・換算差額等

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

少数株主持分
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度の要約

　　　　　　　　　　　期　　　別 連結キャッシュ・フロー計算書

 
　　科　　　目

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 752,730 906,309 1,199,074
　　　減価償却費 183,221 172,173 367,363
　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） 5,182 11,612  △     4,703
　　　賞与引当金の増減額（減少：△） 19,972 20,959 9,797
　　　貸倒引当金の増減額（減少：△）  △    13,655 18,498  △    49,510
　　　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） － 　△     2,614 366,176
　　　受取利息及び受取配当金 　△     3,747 　△     3,042 　△     7,381
　　　支払利息 65,741 57,942 130,678
　　　開業費償却 34,608 － 69,218
　　　固定資産売却益 － △    16,113 －
　　　固定資産廃売却損 5,865 397 6,860
　　　火災保険収入 － △    38,521 －
　　　売上債権の増減額（増加：△） △   192,364 △   616,291 531,631
　　　たな卸資産の増減額（増加：△） △    27,376 403,058 2,253,747
　　　その他の資産の増減額（増加：△） △    47,666 46,094 7,890
　　　仕入債務の増減額（減少：△） △   401,757 44,826 △ 2,146,272
　　　未払消費税等の増減額（減少：△） 24,507 22,940 16,047
　　　前受金の増減額（減少：△） 73,555 △   365,911 －
　　　その他の負債の増減額（減少：△） 54,319 15,791 221,359
　　　　　　　　小　　　計 533,135 678,109 2,971,975

　　　利息及び配当金の受取額 3,747 3,042 7,381
　　　利息の支払額 △    39,853 △    62,230 　△   130,700
　　　火災による収支額 － 38,521 －
　　　法人税等の支払額 △   344,107 △   508,650 △   563,233
　営業活動によるキャッシュ・フロー 152,922 148,792 2,285,423

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 △    40,996 △   373,675 　△    42,404
　　　有形固定資産の売却による収入 41,800 146,000 41,623
　　　投資有価証券の取得による支出 　△     3,746 　△     3,773 　△   　7,989
　　　貸付による支出 △     1,000 － －
　　　貸付金の回収による収入 4,011 396 3,402
　　　出資金の差入による支出 － 　△     1,610 －
　投資活動によるキャッシュ・フロー 69 △   232,662 　△     5,367

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　短期借入金の増減額（純額） △   200,000 170,000 　△ 1,000,000
　　　社債の償還による支出 － △   500,000 △   500,000
　　　長期借入れによる収入 － 700,000 200,000
　　　長期借入金の返済による支出 △   419,140 △   646,309 　△ 1,178,510
　　　定期預金の預入による支出 － △         1 △     2,001
  　　担保提供預金の増加による支出 △     2,000 － 0
　　　自己株式の売買による収支 △     1,153 △       502 　△     1,288
　　　配当金の支払額 △    89,114 △    89,097 　△    89,114
　財務活動によるキャッシュ・フロー △   711,407 △   365,910 　△ 2,570,914
　
Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △   558,416 △   449,780 △   290,857
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,175,384 1,884,526 2,175,384
Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　　　　　中間期末（期末）残高 1,616,968 1,434,746 1,884,526
　

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

金　　額

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

金　　額 金　　額

（単位：千円）

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
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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

１．連結の範囲に関 　連結子会社の数 ３社 同　左 同　左

　　する事項 　　連結子会社名

    ㈱グッドー

    ㈱アルミック

    ㈱ジョイフルエーケー

２．持分法の適用に 　該当事項はありません。 同　左 同　左

　　関する事項

３．連結子会社の中 　連結子会社の㈱グッドー、 　連結子会社の㈱グッドー、 　連結子会社の㈱グッドー、

　　間決算日（決算 　㈱アルミックの中間決算 　㈱アルミックの中間決算 　㈱アルミックの決算日は

　　日）等に関する 　日は平成18年8月31日で 　日は平成19年8月31日で 　平成19年2月28日であり、

　　事項 　あり、㈱ジョイフルエー 　あり、㈱ジョイフルエー 　㈱ジョイフルエーケーの

　ケーの中間決算日は平成 　ケーの中間決算日は平成 　決算日は平成19年2月20日

　18年8月20日であります。 　19年8月20日であります。 　であります。

　中間連結財務諸表の作成 　中間連結財務諸表の作成 　連結財務諸表の作成に当

　に当たっては、同決算日現 　に当たっては、同決算日現 　たっては、同決算日現在

　在の中間財務諸表を使用し 　在の中間財務諸表を使用し 　の財務諸表を使用してお

　ております。ただし、平成 　ております。ただし、平成 　ります。ただし、平成19

　18年8月21日及び平成18 　19年8月21日及び平成19 　年2月21日及び平成19年3

　年9月1日から中間連結決算 　年9月1日から中間連結決算 　月1日から連結決算日平成

　日平成18年9月30日までの 　日平成19年9月30日までの 　19年3月31日までの期間に

　期間に発生した重要な取引 　期間に発生した重要な取引 　発生した重要な取引につい

　については、連結上必要な 　については、連結上必要な 　ては、連結上必要な調整

　調整を行っております。 　調整を行っております。 　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 　イ．有価証券 　イ．有価証券 　イ．有価証券

　　評価基準及び 　　その他有価証券 　　その他有価証券 　　その他有価証券

　　評価方法 　　・時価のあるもの 　　・時価のあるもの 　　・時価のあるもの

中間決算日の市場 同　左 決算日の市場価格等

価格等に基づく時価 に基づく時価法（評

法（評価差額は全部 価差額は全部純資産

純資産直入法により 直入法により処理し、

処理し、売却原価は 売却原価は主として

主として移動平均法 移動平均法により算

により算定） 定）

　　・時価のないもの 　　・時価のないもの 　　・時価のないもの

移動平均法による 同　左 同　左

原価法 　 　

　ロ．デリバティブ 　ロ．デリバティブ 　ロ．デリバティブ

時価法 同　左 同　左

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

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
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項　目

　ハ．たな卸資産 　ハ．たな卸資産 　ハ．たな卸資産

　　・商品

当社は移動平均法に 同　左 同　左

よる原価法を、また

連結子会社は主に売

価還元法による原価

法を採用しておりま

す。

　　・その他

個別法による原価法 同　左 同　左

であります。

 (2)重要な減価償 　イ．有形固定資産 　イ．有形固定資産 　イ．有形固定資産

 　 却資産の減価 定率法を採用してお 同　左 同　左

  　償却の方法 ります。

　 ただし、平成１０年

４月１日以降に取得

した建物（建物附属

設備を除く）につい

ては、定額法を採用

しております。

　　（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社

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。

　この変更による営業

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。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日
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項　目

　　（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

取得金額の５％に到達

した連結会計年度の翌

連結会計年度より、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。

　これにより営業利益

、計上利益及び税金等

調整前中間純利益に与

える影響は軽微であり

ます。

 (3)重要な繰延資 　イ．開業費  　イ．開業費

  　産の処理方法 開業後、５年間で  開業後、５年間で

毎期均等額を償却 　 毎期均等額を償却

しております。 　 しております。

 　

 (4)重要な引当金 　イ．貸倒引当金 　イ．貸倒引当金 　イ．貸倒引当金

　　の計上基準 債権の貸倒による損 同　左 同　左

失に備えるため、一

般債権については貸

倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の

債権については個別

に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額

を計上しております。

 

 

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日
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項　目

　ロ．賞与引当金 　ロ．賞与引当金 　ロ．賞与引当金

従業員に対して支給 同　左 同　左

する賞与の支出に充

てるため、支給見込

額に基づき計上して

おります。　

　

　ハ．退職給付引当金 　ハ．退職給付引当金 　ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に 同　左 従業員の退職給付に

備えるため、当連結 備えるため、当連結

会計年度末における 会計年度末における

退職給付債務及び年 退職給付債務及び年

　 金資産の見込額に基 　 　 金資産の見込額に基

　 づき、当中間連結会 　 　 づき計上しておりま

　 計期間末において発 　 　 す。

生していると認めら 　

れる額を計上してお 　

ります。 　

　ニ．役員退職慰労引当金 　ニ．役員退職慰労引当金 　ニ．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の 役員の退職慰労金の

支出に備えるため、 支出に備えるため、

内規に基づく当中間 内規に基づく当連結

連結会計期間末の要 会計年度末の要支給

支給額を計上してお 額を計上しておりま

　 ります。 す。

なお、当社は平成19

年6月に役員退職慰労

金制度を廃止しており

ます。

当中間連結会計期間末

の引当計上額は、現任

の役員が制度廃止まで

に在任していた期間に

応じて計上した額であ

ります。

 (5)重要なリース リース物件の所有権 同　左 同　左

　　取引の処理方法 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。

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日
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項　目

  (6)重要なヘッジ 　イ．ヘッジ会計の方法 　イ．ヘッジ会計の方法 　イ．ヘッジ会計の方法

　 　会計の方法 繰延ヘッジ処理によ 同　左 同　左

っております。なお、

金利スワップについ

ては、特例処理の要

件を満たしておりま

すので、特例処理を

採用しております。

　ロ．ヘッジ手段とヘッジ 　ロ．ヘッジ手段とヘッジ 　ロ．ヘッジ手段とヘッジ

　　　対象 　　　対象 　　　対象

　　・ヘッジ手段 　　・ヘッジ手段 　　・ヘッジ手段

金利スワップ 同　左 同　左

通貨オプション

　　・ヘッジ対象 　　・ヘッジ対象 　　・ヘッジ対象

借入金 同　左 同　左

外貨建金銭債務及び

外貨建予定取引

　ハ．ヘッジ方針 　ハ．ヘッジ方針 　ハ．ヘッジ方針

借入金の金利変動リ 同　左 同　左

スクを回避する目的

　 で金利スワップ取引 　 　

を行っております。 　

また、為替変動リス 　

クを回避する目的で 　 　

通貨オプション取引 　

　 を行っております。 　 　 　

　 　

　ニ．ヘッジ有効性評価の 　ニ．ヘッジ有効性評価の 　ニ．ヘッジ有効性評価の

　　　方法 　　　方法 　　　方法

　 金利スワップについ 　　 同　左 　 同　左

ては、特例処理の要

件を満たしているた

め、有効性の判定を

省略しております。

また、通貨オプショ

ンについては、取引

の全てが将来の購入

予定に基づくもので

あり、実行可能性が

極めて高いため有効

　 性の判定は省略して 　　 　　

　　　おります。 　　 　　

　

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日
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項　目

  (7)その他中間連 　イ．消費税等の会計処理 　イ．消費税等の会計処理 　イ．消費税等の会計処理

 　　結（連結）財 　　　方法 　　　方法 　　　方法

　　 務諸表作成の 税抜方式によってお 同　左 同　左

　 　ための基本と 　 ります。 　 　

　 　なる重要な事 　ロ．支払利息の取得原価 　ロ．支払利息の取得原価

 　　項 　　　算入 　　　算入

　 長期大型不動産（開 　 長期大型不動産（開

発総額２０億円以上 発総額２０億円以上

　 、開発工期１年以上 　 、開発工期１年以上

）の開発に係る特定 ）の開発に係る特定

化された借入金等の 化された借入金等の

　 支払利息は取得原価 　 支払利息は取得原価

に算入しております。 に算入しております。

当中間連結会計期間 当連結会計年度にお

におけるその算入額 けるその算入額は、

　　　は、5,161千円であり 10,003千円でありま

　 ます。 　 す。

５．中間連結キャッ 　手許現金、随時引き出し 　 同　左 　 同　左

　　シュ・フロー計 　可能な預金及び満期日迄 　 　

　　算書（連結キャ 　の期間が３ケ月以内の定 　

　　ッシュ・フロー 　期預金からなっておりま 　

　　計算書）におけ 　す。　 　

　　る資金の範囲 　 　 　

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日
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　中間連結財務諸表作成にための基本となる重要な事項の変更

（貸借対照表の純資産の部の表示 （貸借対照表の純資産の部の表示に

に関する会計基準） 関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借 当連結会計年度より、「貸借対照表

対照表の純資産の部の表示に関す の純資産の部の表示に関する会計基

る会計基準」（企業会計基準第５ 準」（企業会計基準第５号　平成17

号　平成17年12月9日）及び「貸 年12月9日）及び「貸借対照表の純

借対照表の純資産の部の表示に関 資産の部の表示に関する会計基準等

する会計基準等の適用指針」（企 の適用指針」（企業会計基準適用指

業会計基準適用指針第８号　平成 針第８号　平17年12月9日）を適用

成17年12月9日）を適用しており しております。

ます。 　これまでの資本の部の合計に相当

　これまでの資本の部の合計に相 する金額は5,185,260千円でありま

当する金額は5,156,130千円であ す。

ります。 　なお、当連結会計年度における連

　なお、当中間連結会計期間にお 結貸借対照表の純資産の部について

ける中間連結貸借対照表の純資産 は、連結財務諸表規則の改正に伴い

の部については、中間連結財務諸 、改正後の連結財務諸表規則により

表規則の改正に伴い、改正後の中 作成しております。

間連結財務諸表規則により作成し

ております。

　 　　（役員退職慰労引当金の新設）

　当社は、従来、取締役、監査役に

対する退職慰労金を支出時の費用と

して計上しておりましたが、当連結

会計年度末より、内規により算出さ

れた期末の支給見込額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変更

しました。これは、日本公認会計士

協会の監査・保障実務委員会同委員

会報告第42号（平成19年4月13日公

表）を早期適用するものであり、ま

た、役員の在任期間の状況から、

将来の役員退職慰労金の負担額の重

要性が増していることに鑑み、財務

体質の健全性を図ることを目的とし

て行われたものであります。

　この変更は、平成19年5月14日開催

の取締役会において、役員退職慰労

金制度を平成19年6月の定時株主総会

開催日をもって廃止すること、廃止

日までの在任期間に対応する退職慰労
金は定時株主総会での承認を条件とし
て、退任時に支給することを決定した
ことによるものです。
　この変更に伴い、過年度相当額352
,656千円は特別損失に、当連結会計
年度発生額13,520千円は販売費及び
一般管理費に計上しております。この
結果、従来と比較して、営業利益及び
経常利益は13,520千円、税金等調整前
当期純利益は366,176千円それぞれ少
なく計上されております。

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

 自　平成18年4月 1日

 至　平成19年3月31日

前連結会計年度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
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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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度

１．有形固定資産の減価 2,888,875 千円 3,228,118 千円 3,061,851 千円

　　償却累計額

２．担保に供している資産

　　（担保資産）

　　定　期　預　金 4,223 千円 4,226 千円 4,224 千円

　　建　　　　　物 4,363,912 千円 4,114,153 千円 4,228,512 千円

　　土　　　　　地 1,955,441 千円 1,955,441 千円 1,955,441 千円

　　賃 貸 用 建 物 421,621 千円 397,739 千円 409,267 千円

　　賃 貸 用 土 地 1,291,842 千円 1,162,131 千円 1,291,842 千円

　　　　　計 8,037,041 千円 . 7,633,692 千円 . 7,889,288 千円

　　（対応債務）

　　買　　掛　　金 5,046 千円 3,811 千円 3,135 千円

　　社　　　　　債 500,000 千円 － 千円 － 千円

　　１年内償還予定の社債 － 千円 － 千円 500,000 千円

　　短 期 借 入 金 500,000 千円 170,000 千円 － 千円

　　１年内返済予定の長期借入金 1,097,140 千円 1,068,029 千円 936,460 千円

　　長 期 借 入 金 5,128,600 千円 4,728,472 千円 4,657,020 千円

  　預 り 保 証 金 265,990 千円 265,990 千円 265,990 千円

　　　　　計 7,496,776 千円 6,236,302 千円 6,362,605 千円

上記の他、契約保証金として 上記の他、契約保証金として 上記の他、契約保証金として

投資有価証券35,920千円を 投資有価証券25,497千円を 投資有価証券35,892千円を

担保として差入れております。担保として差入れております。担保として差入れております。

　 　 　

３．保証債務 銀行ローン保証 16,304 千円 銀行ローン保証 13,979 千円 銀行ローン保証 15,808 千円

４．中間連結会計期間 　中間連結会計期間末日満期 　中間連結会計期間末日満期 　連結会計年度末日満期手形

　　末日満期手形 手形の会計処理については、 手形の会計処理については、 の会計処理については、当連

当中間連結会計期間の末日が 当中間連結会計期間の末日が 結会計年度の末日が金融機関

金融機関の休日でしたが、満 金融機関の休日でしたが、満 の休日でありましたが、満期

期日に決済が行われたものと 期日に決済が行われたものと 日に決済が行われたものとし

して処理しております。当中 して処理しております。当中 て処理しております。

間連結会計期間末日満期手形 間連結会計期間末日満期手形 当連結会計年度末日満期手形

の金額は次のとおりでありま の金額は次のとおりでありま の金額は次のとおりでありま

す。 す。 す。

　受取手形　127,929　千円 　受取手形　 92,369　千円 　受取手形　151,709　千円

（　中間連結損益計算書関係　）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

　自　平成18年4月 1日 　自　平成19年4月 1日 　自　平成18年4月 1日

　至　平成18年9月30日 　至　平成19年9月30日 　至　平成19年3月31日

１．販売費及び一般管理費 　 　

　　の主要な項目と金額 　  

　　荷 造 発 送 費 100,564 千円  99,106 千円 192,411 千円

　　従業員給料賞与 621,279 千円 942,182 千円 1,387,408 千円

　　賞与引当金繰入額 105,196 千円 119,890 千円 101,931 千円

　　退 職 給 付 費 用 24,296 千円 21,636 千円 32,664 千円

　　役員退職慰労引当金繰入 － 千円 3,381 千円 13,520 千円

　　減 価 償 却 費 156,750 千円 147,922 千円 314,420 千円

　　貸倒引当金繰入額 1,050 千円 23,463 千円 2,166 千円

（平成19年3月31日現在）（平成18年9月30日現在） （平成19年9月30日現在）
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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 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）

発行済株式

　普通株式 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180

合計 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180

自己株式

　普通株式 (注)    327       2 　　　－      330

合計    327       2 　　　－      330
    （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りによる増加であります。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　　　　該当事項はありません。

　　３．配当に関する事項
　　（１）配当金支払額

株式の 配当金の １株当たり
種類 総額(千円) 配当額(円)

　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 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）

発行済株式

　普通株式 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180

合計 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180

自己株式

　普通株式 (注)    330       1 　　　－      331

合計    330       1 　　　－      331
    （注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　　　　該当事項はありません。

　　３．配当に関する事項
　　（１）配当金支払額

株式の 配当金の １株当たり
種類 総額(千円) 配当額(円)

（決議）

普通株式

基準日

定時株主総会
平成18年6月29日

効力発生日

89,114       6 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（決議）
基準日 効力発生日

平成19年6月28日
普通株式 89,097       6 平成19年3月31日 平成19年6月29日

定時株主総会
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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）
　　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

発行済株式
　普通株式 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180

合計 15,180 　　　－ 　　　－ 15,180
自己株式
　普通株式 (注)    327       2 　　　－      330

合計    327       2 　　　－      330
    （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りによる増加であります。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　　　　該当事項はありません。

　　３．配当に関する事項
　　（１）配当金支払額

株式の 配当金の １株当たり
種類 総額(千円) 配当額(円)

　　（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
株式の 配当金の １株当たり
種類 総額(千円) 配当額(円)

（　中間連結キャッシュ・フロー計算書関係　）

１．現金及び現金
　同等物の中間期末
　（期末）残高と中
　間連結（連結）貸
　借対照表に記載さ
　れている科目の金
　額との関係

　現金及び預金勘定    1,621,191 千円    1,438,973 千円    1,888,751 千円
　担保に供している預金  △    4,223 千円  △    4,226 千円  △    4,224 千円
　
　現金及び現金同等物    1,616,968 千円    1,434,746 千円    1,884,526 千円

（　リース取引関係　）

　　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

      6

配当の原資 基準日 効力発生日

平成19年6月29日平成19年3月31日利益剰余金

（決議）
平成19年6月28日

普通株式 89,097
定時株主総会

（決議）
基準日 効力発生日

平成18年6月29日
普通株式 89,114       6 平成18年3月31日 平成18年6月29日

定時株主総会

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

（平成１８年９月３０日現在） （平成１９年９月３０日現在） （平成１９年３月３１日現在）

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

前連結会計期間
自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日

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）
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（　有価証券関係　）

　（前中間連結会計期間末）　（平成１８年９月３０日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの        　    （単位：千円）

取　得　原　価 中間連結貸借対照表計上額 差　　　　　額

　(1) 株式 205,165 348,575 143,409

  (2) 債券

　　　国債・地方債等 － － －

　　　社債 － － －

　　　その他 － － －

  (3) その他 － － －

　　　合　　　計 205,165 348,575 143,409

　２．時価評価されていない主な｢有価証券｣　（上記１．を除く）        　    （単位：千円）

　　　　非上場株式

　（当中間連結会計期間末）　（平成１９年９月３０日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの        　    （単位：千円）

取　得　原　価 中間連結貸借対照表計上額 差　　　　　額

　(1) 株式 213,019 288,312 75,293

  (2) 債券

　　　国債・地方債等 － － －

　　　社債 － － －

　　　その他 － － －

  (3) その他 － － －

　　　合　　　計 213,019 288,312 75,293

　２．時価評価されていない主な｢有価証券｣　（上記１．を除く）        　    （単位：千円）

　　　　非上場株式

53,800

   (2) その他有価証券

 

53,800

当中間連結会計期間末（平成１９年９月３０日現在）

当中間連結会計期間末（平成１９年９月３０日現在）

中間連結貸借対照表計上額

   (1) 満期保有目的の債券 －

   (2) その他有価証券

前中間連結会計期間末（平成１８年９月３０日現在）

前中間連結会計期間末（平成１８年９月３０日現在）

中間連結貸借対照表計上額

   (1) 満期保有目的の債券 －
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　（前連結会計年度末）　（平成１９年３月３１日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの        　    （単位：千円）

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　　額

　(1) 株式 209,246 342,510 133,264

  (2) 債券

　　　国債・地方債等 － － 　　－

　　　社債 － － 　　－

　　　その他 － － 　　－

  (3) その他 － － 　　－

　　　合　　　計 209,246 342,510 133,264

　２．時価評価されていない主な｢有価証券｣　（上記１．を除く）        　    （単位：千円）

　　　　非上場株式

（　デリバティブ取引関係　）

　　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

　　　　　
（　ストック・オプション等関係　）

　　　　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）及び前連結会計年度（自平成１８年４月１日
　　　至平成１９年３月３１日）において、該当事項はありません。

（　企業結合等関係　）

　　　　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）及び前連結会計年度（自平成１８年４月１日
　　　至平成１９年３月３１日）において、該当事項はありません。

－

53,800

   (1) 満期保有目的の債券

   (2) その他有価証券

前連結会計年度（平成１９年３月３１日現在）

前連結会計年度（平成１９年３月３１日現在）

連結貸借対照表計上額
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(　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）
消　　　去

又 は 全 社

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,088,816 6,940,883 710,019 249,683 13,989,401 　－ 13,989,401

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高 412,302 5,075 18,056 　　－ 435,433 ( 435,433 ) 　　－

　　　　　　計 6,501,118 6,945,958 728,075 249,683 14,424,834 ( 435,433 ) 13,989,401

　営業費用 6,060,596 6,619,811 583,140 214,586 13,478,133 ( 299,187 ) 13,178,946

　営業利益 440,522 326,147 144,935 35,097 946,701 ( 136,246 ) 810,455

　　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）
消　　　去

又 は 全 社

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,870,511 7,414,757 991,606 252,658 14,529,532 　－ 14,529,532

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高 381,410 3,296 18,056 　　－ 402,762 ( 402,762 ) 　　－

　　　　　　計 6,251,921 7,418,053 1,009,662 252,658 14,932,294 ( 402,762 ) 14,529,532

　営業費用 5,853,465 7,044,735 832,333 178,933 13,909,466 ( 256,204 ) 13,653,262

　営業利益 398,456 373,318 177,329 73,725 1,022,828 ( 146,558 ) 876,270

　　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）
消　　　去

又 は 全 社

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,894,801 13,595,913 3,308,233 409,727 29,208,674 　　　－ 29,208,674

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高 661,711 11,523 36,112 　　　－ 709,346 ( 709,346 ) 　　　　－

　　　　　　計 12,556,512 13,607,436 3,344,345 409,727 29,918,020 ( 709,346 ) 29,208,674

　営業費用 11,879,870 13,079,598 2,738,566 373,361 28,071,395 ( 528,955 ) 27,542,440

　営業利益 676,642 527,838 605,779 36,366 1,846,625 ( 180,391 ) 1,666,234

注） ①　事業区分の方法
　　　　　商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。
  　②　各区分に属する主要な商品
事　業　区　分

住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア、
機械工具、仮設資材、ビル用サッシ　等
ＤＩＹ用品、家庭用品、レジャー用品、ペット用品、

小売事業 建築資材、園芸用品、インテリア、農業用資材　等
電動工具、建築金物、大工道具、塗料　等

不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売
その他 足場レンタル 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あります。　
   （単位：千円）

前中間連結 当中間連結 前連結

会計期間 会計期間 会計年度

消去又は全社の項目に含めた 提出会社の総務・経理部門等の管理

配賦不能営業費用の金額 部門に係る費用であります。

卸売事業

   　　　　  ホームセンター

 

その他

小売事業 その他

小売事業卸売事業

不動産事業

不動産事業

小売事業

卸売事業

卸売事業

不動産事業

連　　結

（単位：千円）

計 連　　結

（単位：千円）

（単位：千円）

連　　結

計

計

その他

　　　　　　　建築資材専門店

123,225 148,002

主　　な　　内　　容

165,472

主　　　要　　　商　　　品
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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）、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）及び前連結会計年度（自平成１８年４月１日

　　  　　　至平成１９年３月３１日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

　　　 　　　支店がないため、該当事項はありません。

　

　　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）及び前連結会計年度（自平成１８年４月１日

　　  　　　至平成１９年３月３１日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

　

　

  （　１株当たり情報　）

　　　　　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  349.96 円 　１株当たり純資産額 373.61 円 　１株当たり純資産額  352.08 円
　１株当たり中間純利益  22.49 円 　１株当たり中間純利益  29.96 円 １株当たり当期純利益  24.86 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中 　なお、潜在株式調整後１株当たり 　なお、潜在株式調整後１株当たり当
間純利益金額については、希薄化効果 中間純利益金額については、潜在株 期純利益金額については、潜在株式が
を有している潜在株式がないため記載 式が存在しないため記載しておりま 存在しないため記載しておりません。
しておりません。 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。

　　自　平成19年4月 1日 　　自　平成18年4月 1日

　　至　平成19年9月30日 　　至　平成19年3月31日

中間（当期）純利益（千円）       369,246 
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）       369,246 
期中平均株式数（株）

  （　重要な後発事象　）

　　　　　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）

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　至　平成18年9月30日

 

前連結会計年度

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

　　　　　自　平成18年4月 1日 　　　　　自　平成19年4月 1日

　　　　　至　平成19年9月30日

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

    14,850,608

前連結会計年度

  14,848,871

   －
  444,881 

  444,881 
    　－

     14,851,655

　　自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日

   333,942 
     　－
   333,942 
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６．生産、受注及び販売の状況

　　事業別販売実績は以下の通りであります。

事業の種類別    　自　平成18年4月 1日 　　自　平成19年4月 1日 　　自　平成18年4月 1日

セグメントの名称 　　至　平成18年9月30日 　　至　平成19年9月30日 　　至　平成19年3月31日

　 金　額（千円） 構成比(%) 金　額（千円） 構成比(%) 金　額（千円） 構成比(%)

　卸　売　事　業   6,088,816  43.5   5,870,511  40.4  11,894,801    40.7

　小　売　事　業   6,940,883  49.6   7,414,757  51.0  13,595,913    46.6

　不 動 産 事 業     710,019   5.1     991,606   6.8   3,308,233    11.3

　そ の 他 事 業     249,683   1.8     252,658   1.8     409,727     1.4

　合　　　　　計  13,989,401 100.0  14,529,532 100.0  29,208,674   100.0

　（注）１．セグメント間の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。

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
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７．個別中間財務諸表等
　（１）中間貸借対照表

　　　　　　　　期　　別
　
　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 金　　額  構成比
＜資産の部＞ ％ ％ ％

Ⅰ　流　動　資　産 8,571,591 64.7 5,542,435 53.7 6,192,496 56.7

　１．現 金  及 び  預 金 1,016,733 1,123,208 1,686,104

　２．受   取　 手 　形 586,590 448,173 407,835

　３．売  　　掛　  　金 1,830,757 1,830,305 1,323,467

　４．商　　　　　　 品 1,078,273 868,006 710,378

　５．その他のたな卸資産 3,131,166 537,594 1,248,155

　６．繰 延 税 金 資 産 128,803 21,016 14,996

　７．そ 　　　　の　　　 他 820,237 739,186 820,992

　    貸  倒  引  当  金 △    20,971 △    25,056 　△   19,435

Ⅱ　固　定　資　産 4,667,683 35.3 4,771,154 46.3 4,731,971 43.3

　１．有 形 固 定 資 産 3,305,380 25.0 3,342,420 32.4 3,279,200 30.0

　　（１）建物及び構築物 288,673 275,142 276,935

　　（２）土　　　　　地 1,074,277 1,195,715 1,074,277

　　（３）賃 貸 用 資 産 1,936,711 1,804,069 1,918,877

　　（４）そ　　の　　他 5,718 67,492 9,107

　２．無 形 固 定 資 産　 17,655 0.1 14,655 0.2 16,155 0.1

　３．投資その他の資産 1,344,647 10.2 1,414,078 13.7 1,436,615 13.2

　　（１）投資有価証券 400,060 339,862 394,090

　　（２）関係会社株式 699,800 699,800 699,800

　　（３）出　 資 　金 120,300 121,900 120,300

　　（４）更 生 債 権 等 55,669 34,560 21,271

　　（５）繰延税金資産 36,608 183,893 155,181

　　（６）そ 　の 　他 87,929 68,682 67,523

　　      貸 倒 引 当 金 △    55,721 △    34,620 　△   21,553

資　　産　　合　　計 13,239,274 100.0 10,313,589 100.0 10,924,467 100.0

前中間会計期間末 当中間会計期間末
（平成１８年９月３０日現在）（平成１９年９月３０日現在）

　　　　　　（単位：千円）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成１９年３月３１日現在）
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　　　　　　　　期　　別
　
　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 金　　額  構成比
＜負債の部＞ ％ ％ ％

Ⅰ　流　動　負　債 6,701,964 50.6 3,062,832 29.7 4,166,899 38.1

　１．支 　 払  　手  　形 111,950 66,043 51,227

　２．買　 　　掛　 　　金 3,501,543 1,843,365 2,086,402

　３．短 　期 　借　入　金 1,301,760 626,689 571,120

　４．１年以内償還予定の社債 1,000,000 － 500,000

　５．未  払  法  人  税 等 204,846 210,445 263,221

　６．賞  与  引  当  金 73,000 73,000 55,000

　７．そ 　　　の　　　 他 508,863 243,288 639,926

Ⅱ　固　定　負　債 1,337,839 10.1 1,901,579 18.4 1,566,338 14.3

　１．長　期　借　入　金 518,100 714,872 386,750

　２．再評価に係る繰延税金負債 270,253 270,253 270,253

　３．退 職 給 付 引 当 金 223,994 225,596 214,835

　４．役員退職慰労引当金 － 363,562 366,176

　５．そ　　　の　　　他 325,492 327,295 328,323

負　　債　　合　　計 8,039,803 60.7 4,964,412 48.1 5,733,237 52.5

＜純資産の部＞ 　

Ⅰ　株主資本 5,103,072 38.6 5,278,574 51.2 5,098,559 46.7

　１．資　本　金 793,350  6.0 793,350 7.7 793,350 7.2

　２．資本剰余金 834,500 6.3 834,500 8.1 834,500 7.6

　　(1) 資本準備金 834,500 834,500 834,500

　３．利益剰余金 3,602,596 27.2 3,778,736 36.6 3,598,218 32.9

　　(1) 利益準備金 95,520 95,520 95,520

　　(2) 別途積立金 2,300,000 2,300,000 2,300,000

　　(3) 繰越利益剰余金 1,207,076 1,383,216 1,202,698

　４．自 己 株 式 △    127,373 △ 0.9 △    128,011 △ 1.2 △   127,508 △ 1.2

Ⅱ　評価・換算差額等 96,398 0.7 70,601 0.7 92,670 0.8

　１．その他有価証券評価差額金 85,268 44,710 79,278

　２．繰延ヘッジ損益 40,638 41,578 42,900

　３．土地再評価差額金 △     29,508 △     15,687 △  　29,508

純　資　産　合　計 5,199,470 39.3 5,349,176 51.9 5,191,229 47.5

負 債 純 資 産 合 計 13,239,274 100.0 10,313,589 100.0 10,924,467 100.0

（平成１８年９月３０日現在）（平成１９年９月３０日現在）

前中間会計期間末
　　　　（単位：千円）

（平成１９年３月３１日現在）

前事業年度の要約貸借対照表当中間会計期間末
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　（２）中間損益計算書
　    　　　  （単位：千円）

　　　　　　　　期　　別

　
　科　　目 金　　額  百分比 金　　額  百分比 金　　額  百分比
　 ％ ％ ％

Ⅰ　売　　上　　高 7,405,742 100.0 7,438,769 100.0 16,162,823 100.0

Ⅱ　売　上　原　価 6,146,509 83.0 6,140,990 82.5 13,474,968 83.4

　　売　上　総　利　益 1,259,232 17.0 1,297,779 17.5 2,687,854 16.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 823,097 11.1 860,594 11.6 1,656,692 10.2

　　営　　業　　利　　益 436,135 5.9 437,185 5.9 1,031,162 6.4

Ⅳ　営　業　外　収　益 65,210 0.9 60,531 0.8 125,409 0.8

Ⅴ　営　業　外　費　用 43,136 0.6 40,224 0.5 86,987 0.6

　　経　　常　　利　　益 458,209 6.2 457,492 6.2 1,069,584 6.6

Ⅵ　特　別　利　益 8,253 0.1 16,113 0.2 13,723 0.1

Ⅶ　特　別　損　失 5,865 0.1 291 0.0 359,406 2.2

 税引前中間(当期)純利益 460,598 6.2 473,314 6.4 723,901 4.5

 法人税、住民税及び事業税 195,350 2.6 200,281 2.7 465,270 2.9

 法 人 税 等 調 整 額 10,809 0.2 △ 10,403 △ 0.1 8,571 0.1

 中間（当期）純利益 254,438 3.4 283,436 3.8 250,060 1.5

至　平成１８年９月３０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

前中間会計期間 当中間会計期間
自　平成１９年４月　１日自　平成１８年４月　１日
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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）

資本剰余金
繰越利益 利益剰余金
剰余金 合計

平成18年3月31日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,053,328 3,448,848 △ 126,220 4,950,477

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △  89,114 △  89,114 △  89,114

　中間純利益 254,438 254,438 254,438

　自己株式の取得 △   1,153 △   1,153

　土地再評価差額金の取崩 △  11,575 △  11,575 △  11,575

　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 － － － － 153,748 153,748 △   1,153 152,594

平成18年9月30日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,207,076 3,602,596 △ 127,373 5,103,072

　 　
その他  
有価証券 繰延ヘッジ 評価・換算
評価差額金 損益 差額金 差額等合計

平成18年3月31日残高 111,493 － △ 41,084 70,408 5,020,885

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △  89,114

　中間純利益 254,438

　自己株式の取得 △   1,153

　土地再評価差額金の取崩 △  11,575

　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 △ 26,224 40,638 11,575 25,990 178,585

平成18年9月30日残高 85,268 40,638 △ 29,508 96,398 5,199,470

　　　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）

資本剰余金
繰越利益 利益剰余金
剰余金 合計

平成19年3月31日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,202,698 3,598,218 △ 127,508 5,098,559

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △  89,097 △  89,097 △  89,097

　中間純利益 283,436 283,436 283,436

　自己株式の取得 △     502 △     502

　土地再評価差額金の取崩 △  13,821 △  13,821 △  13,821

　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 － － － － 180,518 180,518 △     502 180,015

平成19年9月30日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,383,216 3,778,736 △ 128,011 5,278,574

　 　
その他  
有価証券 繰延ヘッジ 評価・換算
評価差額金 損益 差額金 差額等合計

平成19年3月31日残高 79,278 42,900 △ 29,508 92,670 5,191,229

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △  89,097

　中間純利益 283,436

　自己株式の取得 △     502

　土地再評価差額金の取崩 △  13,821

　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 △ 34,568 △  1,321 13,821 △ 22,068 157,946

平成19年9月30日残高 44,710 41,578 △ 15,687 70,601 5,349,176

評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価

△ 34,568 △  1,321 13,821 △ 22,068 △  22,068

（単位：千円）

株　主　資　本

資本金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金 別途積立金

資本金
資本準備金 利益準備金

（単位：千円）

株　主　資　本

株主資本合計自己株式
利益剰余金

別途積立金

土地再評価

11,575

評価・換算差額等

純資産合計

△ 26,224 40,638 25,990 25,990
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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）

資本剰余金

繰越利益 利益剰余金
剰余金 合計

平成18年3月31日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,053,328 3,448,848 △126,220 4,950,477

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △  89,114 △  89,114 △  89,114

　当期純利益 250,060 250,060 250,060

　自己株式の取得 △  1,288 △   1,288

　土地再評価差額金の取崩 △  11,575 △  11,575 △  11,575

　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 － － － － 149,370 149,370 △  1,288 148,081

平成19年3月31日残高 793,350 834,500 95,520 2,300,000 1,202,698 3,598,218 △127,508 5,098,559

　 　
その他 　 　 　
有価証券 繰延ヘッジ 土地再評価 評価・換算
評価差額金 損益 差額金 差額等合計

平成18年3月31日残高 111,493 － △ 41,084 70,408 5,020,885

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 89,114

　当期純利益 250,060

　自己株式の取得 △  1,288

　土地再評価差額金の取崩 △ 11,575

　株主資本以外の項目の △ 32,214 42,900 11,575 22,262 22,262

　事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △ 32,214 42,900 11,575 22,262 170,343

平成19年3月31日残高 79,278 42,900 △  29,508 92,670 5,191,229

（単位：千円）

株　主　資　本

株主資本合計自己株式
利益剰余金

別途積立金

純資産合計

資本金
資本準備金 利益準備金

評価・換算差額等
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　目

１．有価証券の評価 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式

　　基準及び評価方法 　　移動平均法による原価法 　 同　左 　 同　左

②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券

　・時価のあるもの 　・時価のあるもの 　・時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等 　 同　左 　　決算日の市場価格等に基

　 　　に基づく時価法（評価差 　 　　づく時価法（評価差額は

　 　　額は全部純資産直入法に 　 　　全部純資産直入法により

　 　　より処理し、売却原価は 　 　　処理し、売却原価は移動

　 　　移動平均法により算定） 　 　　平均法により算定）

　 　・時価のないもの 　・時価のないもの 　・時価のないもの

　　移動平均法による原価法 　 同　左 　 同　左

　 　 　

２．デリバティブ 　時価法　　　　　　　 　 同　左 　 同　左

　 　 　 　

３．たな卸資産の評価 ①商品 ①商品 ①商品

　　基準及び評価方法 　　移動平均法による原価法 　 同　左 　 同　左

②販売用不動産 ②販売用不動産 ②販売用不動産

　　個別法による原価法 　　 同　左 　 同　左

③未成工事支出金 ③未成工事支出金 ③未成工事支出金

　　個別法による原価法 　 同　左 　 同　左

　 　 　

４．固定資産の減価 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産

　　償却の方法 　　定率法 　 同　左 　 同　左

　　　 　　ただし、平成１０年４月１ 　 　

　　日以降に取得した建物（建 　 　

　　物附属設備を除く。）につ 　 　

　　いては、定額法を採用して 　 　

　　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。

　この変更よる営業利益、

経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響は軽微で

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

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
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項　目

　　（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。

　これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益に与える影響は軽微であ

ります。

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

　　ソフトウェア（自社利用） 同　左 同　左

　　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。　　　　 　 　

　

５．引当金の計上基準 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

債権の貸倒による損 同　左 同　左

失に備えるため、一

般債権については貸

倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の

債権については個別

に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額

を計上しております。

 至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日
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項　目

②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金

従業員に対して支給 同　左 同　左

する賞与の支出に充

てるため、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 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に 同　左 　　従業員の退職給付に

備えるため、当事業 備えるため、当事業

年度末における退職 　 年度末における退職

給付債務及び年金資 　 給付債務及び年金資

　 産の見込額に基づき、 　 　 　 産の見込額に基づき、

　 当中間会計期間末に 　 　 　 計上しております。

　 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役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給 役員の退職慰労金支給

に備えるため、内規に に備えるため、内規に

　 基づく当中間会計期間 基づく期末の要支給額

末の要支給額を計上し を計上しております。

ております。

なお、当社は平成19年

6月に役員退職慰労金

制度を廃止しておりま

す。

当中間会計期間末の引

当計上額は、現任の役

員が制度廃止までに在

任していた期間に応じて

計上した金額であります。

６．リース取引の 　リース物件の所有権が借主 同　左 同　左

　　処理方法 　に移転すると認められるも

　の以外のファイナンス・リ

　－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。

 至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日
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項　目

７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①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 同　左 同　左

　ります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

　・ヘッジ手段 　　 同　左 　　 同　左

　　　通貨オプション

　・ヘッジ対象 　　 　　

　　　外貨建金銭債務及び外貨 　 　

　　　建予定取引

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避する 同　左 同　左

　目的で通貨オプション取引

　を行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法

　通貨オプション取引において 同　左 同　左

　取引の全てが将来の購入予定

　に基づくものであり、実行可

　能性が極めて高いため、有効

　性の判定は省略しております。

８．その他中間財務 ①消費税等の会計処理方法 ①消費税等の会計処理方法 ①消費税等の会計処理方法

　　諸表（財務諸表）

　　作成のための基 　　税抜方式によっております。 同　左 同　左

　　本となる重要な

　　事項 ②支払利息の取得原価算入 ②支払利息の取得原価算入

　　長期大型不動産（開発総額 　　長期大型不動産（開発総額

　　２０億円以上、開発工期１ 　　２０億円以上、開発工期１

　　年以上）の開発に係る特定 　　年以上）の開発に係る特定

　　化された借入金等の支払利 　　化された借入金等の支払利

　　息は取得原価に算入してお 　　息は取得原価に算入してお

　　ります。 　　ります。

　　当中間会計期間におけるそ 　　当事業年度における算入額

　　の算入額は、5,161千円で 　　は10,003千円であります。

　　あります。 　

 自　平成18年4月 1日  自　平成19年4月 1日  自　平成18年4月 1日

 至　平成18年9月30日  至　平成19年9月30日  至　平成19年3月31日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 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 （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） する会計基準）
　当中間会計期間より、「貸借対照表 　当事業年度より、「貸借対照表の純資
の純資産の部の表示に関する会計基準 産の部の表示に関する会計基準」（企業
」（企業会計基準第５号　平成17年12 会計基準第５号　平成17年12月9日）及
月9日）及び「貸借対照表の純資産の部 び「貸借対照表の純資産の部の表示に関
の表示に関する会計基準等の適用指針」 する会計基準等の適用指針」（企業会計
（企業会計基準適用指針第８号　平成 基準適用指針第８号　平成17年12月9日）
17年12月9日）を適用しております。 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 　これまでの資本の部の合計に相当す
る金額は5,158,832千円であります。 る金額は5,148,328千円であります。
　なお、当中間会計期間における中間 　なお、当事業年度における貸借対照表
貸借対照表の純資産の部については、 の純資産の部については、財務諸表等規
中間財務諸表等規則の改正に伴い、改 則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規
正後の中間財務諸表等規則により作成 則により作成しております。
しております。

（役員退職慰労引当金の計上）
　当社は、従来、取締役、監査役に対する
退職慰労金を支出時の費用として計上して
おりましたが、当期末より、内規を基礎と
して算出された期末の支給見込額を役員退
職慰労金として計上する方法に変更いたし
ました。これは、日本公認会計士協会の監
査・保障実務委員会同委員会報告第42号（
平成19年4月13日公表）を早期適用するも
のであり、また、役員の在任期間の状況か
ら、将来の役員退職慰労金の負担額の重要
性が増していることに鑑み、財務体質の健
全性を図ることを目的として行われたもの
であります。
この変更は平成19年5月14日開催の取締役
会において、役員退職慰労金制度を平成19
年6月の定時株主総会開催日をもって廃止
すること、廃止日までの在任期間に対応す
る退職慰労金は定時株主総会の承認を条件
として、退任時に支給することを決定した
ことによるものです。
この変更に伴い、過年度相当額13,520千円
は販売費及び一般管理費に計上しておりま

　 す。この結果、従来と比較して、営業利益
及び経常利益は13,520千円、税引前当期純
利益は366,176千円それぞれ少なく計上さ
れております。

 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

前事業年度前中間会計期間
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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 当中間会計期間末 前事業年度末

１．有形固定資産の減価 1,198,226 千円 1,247,605 千円 1,219,900 千円

　　償却累計額

２．担保に供している資産

　　定　期　預　金 2,223 千円 2,226 千円 2,224 千円

　　建　　　　　物 230,397 千円 222,356 千円 221,963 千円

　　賃 貸 用 資 産 1,713,464 千円 1,559,870 千円 1,701,109 千円

　　土　　　　　地 732,293 千円 732,293 千円 732,293 千円

       2,678,378 千円        2,516,747 千円 2,657,591 千円

　　担保権設定の原因と

　　なっている債務

　　買　　掛　　金 2,079 千円 1,816 千円 1,117 千円

　　短 期 借 入 金 769,760 千円 － 千円 － 千円

　　１年内償還予定の社債 － 千円 － 千円 500,000 千円

　　社　　　　　債 500,000 千円 － 千円 － 千円

　　長 期 借 入 金 366,100 千円 625,972 千円 224,520 千円

　　１年内返済予定の長期借入金 － 千円 408,029 千円 276,460 千円

  　そ　　の　　他 265,990 千円 265,990 千円 265,990 千円

       1,903,929 千円        1,301,807 千円 1,268,087 千円

上記の他、契約保証金として 上記の他、契約保証金として 上記の他、契約保証金として

投資有価証券33,605千円を 投資有価証券23,247千円を 投資有価証券33,672千円を

担保として差入れております。担保として差入れております。担保として差入れております。

３．保証債務 銀行借入保証 5,589,880 千円 銀行借入保証 4,932,500 千円 銀行借入保証 5,092,500 千円

仕入債務保証     2,967 千円 仕入債務保証     1,995 千円 仕入債務保証     2,017 千円

銀行ローン保証  16,304 千円 銀行ローン保証  13,979 千円 銀行ローン保証  15,808 千円

４．中間期末日満期手形 　中間期末日満期手形の会計 　中間期末日満期手形の会計 　期末日満期手形の会計処理

処理については、当中間会計 処理については、当中間会計 については、当期末日が金融

期間の末日は金融機関の休日 期間の末日は金融機関の休日 機関の休日でありましたが、

でしたが、満期日に決済が行 でしたが、満期日に決済が行 満期日に決済が行われたもの

われたものとして処理してお われたものとして処理してお として処理しております。

ります。当中間期末日満期手 ります。当中間期末日満期手 期末日満期手形の金額は次の

形の金額は、次のとおりであ 形の金額は、次のとおりであ とおりであります。

ります。 ります。

　受取手形　　127,929 千円 　受取手形　　 92,369 千円 　受取手形　　　151,709 千円

（　中間損益計算書関係　）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　自　平成18年4月 1日 　自　平成19年4月 1日 　自　平成18年4月 1日

　至　平成18年9月30日 　至　平成19年9月30日 　至　平成19年3月31日

１．減価償却実施額 　 　

　　有形固定資産 30,516 千円 30,265 千円 61,168 千円

　　無形固定資産 1,500 千円 1,500 千円 3,000 千円

２．営業外収益の内主なもの 　 　

　　受取利息 2,319 千円 2,140 千円 4,893 千円

３．営業外費用の内主なもの 　 　

　　支払利息 6,579 千円 8,464 千円 14,776 千円

計

（平成18年9月30日現在） （平成19年9月30日現在） （平成19年3月31日現在）

計
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（　中間株主資本等変動計算書関係　）

　前中間会計期間（自　平成１８年４月１日　　至　平成１８年９月３０日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　普通株式　(注)    327      2 －    330

　　　合計    327      2 　　－    330

（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）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　普通株式　(注)    330      1 －    331

　　　合計    330      1 　　－    331

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

　前事業年度末（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

　普通株式　(注)    327      2 －    330

　　　合計    327      2 　　－    330

（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りによる増加であります。

（　リース取引関係　）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（　有価証券関係　）

 

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。

（　１株当たり情報　）

１株当たり純資産額   350.14 円 １株当たり純資産額   360.26 円 １株当たり純資産額   349.59 円
１株当たり中間純利益  17.13 円 １株当たり中間純利益  19.09 円 １株当たり中間純利益  16.84 円

　なお、潜在株式調整後１株当た 　なお、潜在株式調整後１株当た 　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、希 り中間純利益金額については、 り当期純利益金額については、
薄化効果を有している潜在株式が 潜在株式が存在しないため記載し 潜在株式が存在しないため記載し
ないため記載しておりません。 ておりません。 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。

中間（当期）純利益（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）    －   －     －
普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）

期中平均株式数（株）

前事業年度末株式数 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少

（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）

自　平成18年4月 1日

至　平成18年9月30日

14,850,60814,851,655

   283,436

   283,436
14,848,871

   254,438

   254,438

   250,060

   250,060

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

自　平成18年4月 1日

至　平成19年3月31日

前中間会計期間 前事業年度

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

当中間会計期間

前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加 当中間会計期間減少

株式数（千株） 株式数（千株）

当事業年度末

株式数（千株）

前事業年度末株式数 当事業年度増加 当事業年度減少

株式数（千株） 株式数（千株）（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）
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