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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％
76,422 (△0.2)
76,582 (  3.1)

百万円   ％
153 (△41.4)
262 ( 38.1)

百万円   ％ 
349 (△13.9) 
405 (  6.9) 

百万円   ％
222 (50.7)
147  ( 5.5)

19年３月期 157,438    562    799     666    
 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
18. 64 
12.  39  

円 銭
―   
―   

19年３月期 55. 93 ―   

(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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
63,317   
62,907   

百万円
7,284  
6,838  

％ 
11.2   
10.6   

円 銭
596. 07 
559. 45 

19年３月期 62,167   7,326  11.5   599. 70 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 7,111百万円   18年９月中間期 6,678百万円   19年３月期 7,158百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
△2,761   
△1,144    

百万円
49   

△463   

百万円 
1,613    
△414    

百万円
7,001   
7,539   

19年３月期 △515   △891   △55    8,100   
 
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 
 
19年３月期 

円 銭 
4. 00  

円 銭
7. 00 

円 銭
11. 00 

20年３月期        3. 00  

20年３月期（予想）  3. 00 
6. 00 

 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 151,000(△4.1) 180(△68.0) 490(△38.7) 160(△76.0) 13.  41 
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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、20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11,971,350株  18年９月中間期11,971,350株  19年３月期11,971,350株 

② 期末自己株式数      
19年９月中間期  40,939株  18年９月中間期  33,527株   19年３月期    35,149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、41ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 
73,026 (1.8) 
71,757 (2.8) 

百万円   ％
121 (△60.7)
309 ( 77.6)

百万円   ％ 
311 (△28.2) 
433 ( 38.9) 

百万円   ％
212   ( ― )
△81  ( ― )

19年３月期 147,616    640     853      393     
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 
17.  81   
△6. 86  

19年３月期 33. 01  

 
（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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
60,752     
59,310   

百万円
6,746    
6,360  

％ 
11.1       
10.7    

円 銭
565.  48  
532. 81 

19年３月期 58,265   6,800  11.7    569. 70 

(参考)  自己資本  19年９月中間期     6,746百万円  18年９月中間期  6,360百万円  19年３月期  6,800百万円 
 
 
２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 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 145,000(△1.8) 150(△76.6) 450(△47.3) 170(△56.8) 14.  25 

 
(将来に関する記述等についてのご注意) 

 業績予想及び配当予想につきましては、平成 19 年７月 30 日公表の「平成 20 年３月期中間期及び通期業績予想の修

正並びに特別利益の発生に関するお知らせ」及び平成 19 年５月 10 日公表の「平成 19 年３月期決算短信」から予想数

値を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表の「平成 20 年３月期業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

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

提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国景気の減速懸念などの不安要因を抱えつつも、堅調

な企業業績や雇用情勢の改善などに支えられ底堅く推移し、景気は緩やかながらも拡大基調を続けまし

た。一方、住宅関連業界におきましては、平成19年６月20日に施行された改正建築基準法に伴う建築確

認申請の遅れの影響から、７月以降の新設住宅着工戸数は大幅に落ち込み、先行きに大きな不安を抱え

る大変厳しい状況での推移となりました。 

  このような環境の中で当社グループは、地域に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客

適に努めた営業活動に徹してまいりました。また、専門家によるコンサルティングサービスや建築に係

わる保証、金融、保険などのインフラ面でのサポート、並びに、販促ツールの作成や行政機関等への申

請書類作成代行サービスなどを提供する会員制サポートシステム「ジューテック住まいるクラブ」を立

ち上げたほか、１枚の構造用合板で壁倍率３倍、４倍、５倍を実現した耐力用面材「ビスカベ」の開発・

販売や自然光を効果的に建物内部へ取り込むことを可能にした「光ダクトシステム」を提案するなど、

業界内における当社グループの存在価値を高めるべく努めてまいりました。 

  この結果、当中間連結会計期間の売上高は76,422百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益153百万円

（前年同期比41.4％減）、経常利益349百万円（前年同期比13.9％減）となり、当期純利益は222百万円

（前年同期比50.7％増）となりました。 

事業別の業績としては、当社グループの主な事業であります「卸売事業」については、改正建築基準

法の施行に伴う確認申請の長期化や着工の遅れが顕著となったことなどにより、住宅資材の需要が減速

傾向となり、また、盛り上がらない市況を反映し合板などの市中価格が弱含みで推移するなど、経営環

境は大変厳しい中での推移となりましたが、施工付き販売の拡大や新商材の開発・販売を積極的に推進

したほか、平成19年１月に子会社といたしました株式会社仙建の業績が期初より寄与したことなどによ

り、売上高は、ほぼ前年同期並みの推移となりました。 

なお、当社グループは、卸売事業のほかに、「その他の事業」としてＤＩＹ商品等の小売事業、戸建

住宅や空調設備機器等の工事請負業並びに一般貨物の運送業などを営んでおりますが、「その他の事業」

全体としては概ね予定通りの売上高を確保しております。 

② 通期の見通し 

今後の経営環境につきましては、改正建築基準法に起因した混乱については、予測しがたい状況では

あるものの、徐々に落ち着きを取り戻してくるものと思われ、また、好調な企業業績に支えられた個人

消費も堅調に推移するものと思われますが、市況回復における地域格差感は依然拭えず、全国的な住宅

需要の底上げまでには至らないと予測されます。 

このような環境の中で当社グループは、引き続き顧客 適の営業に徹し、地域に密着した販売店・工

務店に対し深耕を図るとともに、「ジューテック住まいるクラブ」をはじめとしたサービス面での優位

性の確立や、当社オリジナル新商材の開発・販売の推進による独自性の創造に努める一方で、固定費の

圧縮をはじめグループ全体としての合理化・効率化を図り、収益力の強化に努めてまいります。 

通期の業績予想としましては、売上高151,000百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益180百万円（前

年同期比68.0％減）、経常利益490百万円（前年同期比38.7％減）、当期純利益160百万円（前年同期比

76.0％減）を見込んでおります。 
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(2) 財政状況に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して1,149百万円増加の63,317百万

円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が3,982百万円増加となった一方で、現金及び

預金が1,116百万円及び手形債権流動化に係わる未収入金が1,177百万円それぞれ減少となったことに

よるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して1,191百万円増加の56,032百万円となりました。これは

主として、短期借入金が2,300百万円及び１年内返済予定長期借入金が646百万円それぞれ増加となった

一方で、社債が償還期限を迎えたことにより300百万円及び長期借入金が944百万円それぞれ減少したこ

とによるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比して利益剰余金が138百万円増加した一方で、保有する有

価証券に対する評価差額が187百万円減額となったため、41百万円減少の7,284百万円となり、自己資本

比率は11.2％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と

比較して1,098百万円減少し、7,001百万円となりました。 

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、資金は2,761百万円の減少(前年同期は1,144百万円の減少)となりました。 

これは主として、金融コストの削減を図るため、手形債権流動化の期末における取組み額を圧縮し、

効率的な資金調達に注力したため、受取手形を含む売上債権が4,273百万円増加した一方で、未収入

金が1,297百万円減少したことによるものであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、資金は49百万円の増加(前年同期は463百万円の減少)となりました。 

これは主として、投資有価証券の売却による収入が58百万円及び貸付金の回収による収入が64百万

円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が27百万円及び投資有価証券の取得による支出が34

百万円あったことによるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金は1,613百万円の増加(前年同期は414百万円の減少)となりました。 

これは主として、短期借入金の純増額が2,300百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出

が298百万円及び社債の償還による支出が300百万円あったことによるものであります。 
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 なお、キャッシュ・フロー関連指標は、次のとおりであります。 

 
平成17年 
９月期中 

平成18年 
３月期 

平成18年 
９月期中 

平成19年 
３月期 

平成19年 
９月期中 

自己資本比率（％） 10.6 11.5 10.6 11.5 11.2 

時価ベースの自己資本比率 
（％） 

6.5 7.8 7.2 7.0 6.5 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率（％） 

― 6.9 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

― 8.0 ― ― ― 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  １．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時価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

  ３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

  ４．有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

  ５．利払いにつきましては、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。 

  ６．平成17年９月期中、平成18年９月期中、平成19年３月期及び平成19年９月期中のキャッシュ・フロー対有利

子負債比率ならびにインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・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、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策の一つとして位置付け、将来にわたる

安定配当の維持と、それを実現させるために当社グループ全体の安定成長を目指しております。株主の

皆様に対する配当につきましては、経営活動の成果を明確な形で還元するため、連結業績に応じ配当性

向25％を目安に実施していくことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、財

務体質の強化及び当社グループ全体における事業拡大に備えるものであります。 

  当中間期の配当金につきましては、通期における経営環境を踏まえた上、３円00銭とさせて頂き、当

期の配当金につきましては、期末配当３円00銭の年間６円00銭を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

  当社グループの経営成績等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

 

① 当社の属する業界について 

当社グループは主たる業務として、合板、建材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の卸売を行っておりま

す。当社の取扱商品の品目は多岐にわたっておりますが、その大半が住宅関連資材であり、それら商品

の販売は、住宅市場や住宅関連業界の動向に左右されるため、国内経済の停滞などにより、住宅需要が

低迷した場合には、当社グループの売上高に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 貸倒れリスクについて 

  当社グループの販売先は、日本各地における建材販売店、工務店や建築関連業者が主であります。各

販売先に対してはそれぞれ与信枠を設け管理し、その与信金額については、決算書類の入手、ヒアリン

グによる情報入手、営業担当者による定期訪問、当社以外の取引先の評価等をもとに経営状況を把握し

設定しております。しかしながら、突発的な不良債権の発生等により販売先の経営状況が悪化した場合、

貸倒れが発生する可能性があります。 

 

③ 相場変動及び為替変動の影響について 

当社グループの取扱商品の一部には合板等の相場変動商品があり、通常売買であれば仕入価格は販売

価格に反映され、相場変動の影響を受け難い構造となっておりますが、急激な相場の変動によって価格

転嫁できない場合や、一時在庫となり販売まで時間がかかる場合等、相場変動の影響を受ける可能性が

あります。また、当社グループの仕入商品は国内取引が大部分であり、一部輸入取引に対しては先物為

替予約を行ない、為替変動に対応しておりますが、急激な為替変動等の市場の変化によっては、当社グ

ループの収益性に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社８社及び非連結子会社１社の計10社で構成されております。主た

る業務として合板、建材、住宅設備機器及びＤＩＹ商品の国内における卸売を行っているほか、一般貨

物の運送業・自動車リース業（株式会社JUTEC物流）、空調設備機器の設計施工及び販売（株式会社ジュ

ーテック空調）、合板・建材・住設機器等の販売（株式会社イシモク、株式会社ジューテック秋田、株

式会社仙建）、マンションリフォーム業（ウェルテック株式会社）を営んでおります。 

なお、株式会社ジューテックリブは、平成19年６月28日付けで解散し、平成19年10月22日付けで清算

結了しており、株式会社住まいるテックは、平成19年９月30日付けで解散し、現在清算手続き中であり

ます。また、株式会社ジューテック空調は本日（平成19年11月12日）開催の取締役会において、当社が

保有する同社の全株式を譲渡することを決議しております。 

  平成19年９月30日現在の当社と子会社の事業における関係は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商取引関係 

資本関係 

（その他の関係会社）
㈲足立興産 
不動産の賃貸等

議決権比率 
18.65％

商
社 

商品の仕入 

 合板、建材、

 住設機器の 

 販売 

建
材
・
材
木
販
売
店
、 

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
、
ゼ
ネ
コ
ン 

工
務
店
・
住
宅
会
社 

 

 

 

 

（当社） 

(株)ジューテック 

(連結子会社) 
㈱JUTEC物流 
 一般貨物運送・自動車リース業
㈱ジューテック空調 
 空調機器の設計施工・販売等 
㈱イシモク、㈱ジューテック秋
田、㈱仙建 
 合板・建材・住設機器等の販売
ウェルテック㈱ 
 マンションリフォーム業 
㈱ジューテックリブ、㈱住まい
るテック、 
 清算手続き中 
(非連結子会社) 
ジェイライフサポート㈱ 
 保険代理店業務等 

住宅建築の請負 
DIY商品等の販売 

建材等の売買 

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

国
内
メ
ー
カ
ー 
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 関係会社の状況 

 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

関係内容 

(連結子会社)    

㈱JUTEC物流 横浜市都筑区 21
運送業 
自動車リース業 

73.81
( ― )

―
商品配送の委託等 
役員の兼任 ３名 

㈱ジューテック空調 横浜市都筑区 20 空調機器の設計･施工
94.50
( ― )

―
工事の外注等 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱住まいるテック 
(注)４ 

岐阜県土岐市 10 ― 
100.00
( ― )

―
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

㈱ジューテックリブ 
(注)５ 

名古屋市中区 80 ― 
51.00
( ― )

― 役員の兼任 １名 

㈱イシモク 石川県金沢市 50
合板・建材・住設機器・
アルミサッシ等の販売

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

㈱ジューテック秋田 秋田県秋田市 10
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

―
商品の売買 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

ウェルテック㈱ 東京都港区 50
マンション 
リフォーム業 

100.00
( ― )

―
商品の売掛 
資金の貸付 
役員の兼任 １名 

㈱仙建 仙台市宮城野区 50
合板・建材・住設機器
の販売 

100.00
( ― )

― 商品の売買 

(その他の関係会社)    

㈲足立興産 東京都港区 59 不動産賃貸業 ― 18.65 役員の兼任 １名 

(注)１ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 
  ２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
  ３ 特定子会社に該当する会社はありません。 
  ４ ㈱住まいるテックは、平成19年９月30日付けで解散し、現在清算手続き中であります。 
    ５ ㈱ジューテックリブは、平成19年６月28日付けで解散し、平成19年10月22日付けで清算結了して

おります。 
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３ 経営方針 

(1) 当社グループの経営の基本方針 

  当社グループは、住宅関連業界において、「スペシャル・ワン」として独自の強みを持つ企業である

こと、「消費者・生活者」の視点に立ってビジネスに取り組むことを経営の基本方針とし、常に顧客

適に徹した営業活動を行い、事業の発展と経営の安定を実現するために、Ｍ＆Ａやアライアンスを推進

するとともに、業務の合理化・効率化に努めてまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

   当社グループは、財務体質の強化及び株主価値重視の観点から、経常利益率及びＲＯＥ(株主資本利

益率)を目標とする指標として重視しております。また、これらの指標を常に意識しながら効率経営に

徹し、具体的には下記数値を中期的な目標としております。 

    ・経常利益率        １％ 

    ・ＲＯＥ(株主資本利益率)  ８％ 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、基本方針である「スペシャル・ワン」としての独自の強みをもつ企業であるために、

消費者との接点拡大を目指し、メーカー及び建材販売店とタイアップしたショールーム相談会等を各地

において開催し、地域に密着した販売店及び工務店との深耕を図りつつ顧客 適に努めた営業活動を展

開していきます。また、当社オリジナル商品の開発などを推進する一方で、営業支援ツールの提供や、

法制面、税制面の動向等に関する情報提供などきめ細かいサービスに努めることにより、販売店及び工

務店に対する営業サポートの強化を図ってまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社グループは、経営基盤の強化と業績の向上を図るため、従来からの業務提携先である株式会社ク

ワザワ、越智産業株式会社とで構成しております「ネストグループ」としての活動強化をはじめとして、

営業基盤拡充のためＭ＆Ａやアライアンスを積極的に推進してまいります。また、金融商品取引法の施

行に伴い、社員教育や規程・マニュアルなどの改訂等を実施し内部統制報告制度や四半期報告制度に対

する体制を整備するとともに、ＩＲ活動の拡充などに対する体制の構築に努めてまいります。
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
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 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   7,539 7,044   8,160

２ 受取手形及び売掛金 ※３  34,957 37,346   33,364

３ たな卸資産   3,742 3,212   3,364

４ その他   3,981 2,863   4,264

貸倒引当金   △1,000 △1,095   △1,118

流動資産合計   49,222 78.3 49,371 78.0 149  48,036 77.3

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物及び構築物   1,916 1,823   1,875

(2) 土地   7,936 8,274   8,273

(3) その他   169 116   139

有形固定資産合計   10,022 10,214   10,287

２ 無形固定資産   471 441   473

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   1,616 1,382   1,711

(2) その他   2,096 2,370   2,140

貸倒引当金   △530 △464   △484

投資その他の資産 
合計 

  3,181 3,288   3,367

固定資産合計   13,674 21.7 13,944 22.0 269  14,128 22.7

Ⅲ 繰延資産   10 0.0 1 0.0 △9  2 0.0

資産合計   62,907 100.0 63,317 100.0 409  62,167 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 ※３  43,421 41,664   41,858

２ １年内償還予定 
社債 

  300 ―   300

３ 短期借入金   1,725 4,400   2,100

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

  838 1,243   597

５ 未払法人税等   220 242   441

６ 賞与引当金   504 435   446

７ 役員賞与引当金   9 12   20

８ その他   1,308 949   1,004

流動負債合計   48,328 76.8 48,948 77.3 619  46,768 75.2

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   2,700 2,700   2,700

２ 長期借入金   3,874 3,308   4,253

３ 繰延税金負債   49 ―   ―

４ 役員退職慰労引当金   241 267   252

５ その他の引当金   46 28   81

６ 負ののれん   38 2   3

７ その他   790 777   781

固定負債合計   7,741 12.3 7,084 11.2 △656  8,072 13.0

負債合計   56,069 89.1 56,032 88.5 △36  54,841 88.2

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   850 1.4 850 1.3 ―  850 1.3

２ 資本剰余金   294 0.4 294 0.5 ―  294 0.5

３ 利益剰余金   5,423 8.6 6,033 9.5 610  5,895 9.5

４ 自己株式   △12 △0.0 △15 △0.0 △2  △13 △0.0

  株主資本合計   6,555 10.4 7,162 11.3 607  7,026 11.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  134 0.2 △49 △0.1 △184  137 0.2

２ 繰延ヘッジ損益   △11 △0.0 △1 △0.0 9  △5 △0.0

  評価・換算差額等 
  合計 

  123 0.2 △51 △0.1 △174  131 0.2

Ⅲ 少数株主持分   159 0.3 173 0.3 13  168 0.3

  純資産合計   6,838 10.9 7,284 11.5 446  7,326 11.8

  負債純資産合計   62,907 100.0 63,317 100.0 409  62,167 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  
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) 

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 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

百分比
(％)

Ⅰ 売上高   76,582 100.0 76,422 100.0 △159  157,438 100.0

Ⅱ 売上原価   70,480 92.0 70,323 92.0 △157  144,869 92.0

売上総利益   6,101 8.0 6,099 8.0 △1  12,568 8.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 運賃荷造費  794 813  1,645 

２ 貸倒引当金繰入額  13 13  201 

３ 給料手当  1,859 1,884  3,658 

４ 賞与引当金繰入額  488 418  439 

５ 役員賞与引当金 
  繰入額 

 9 12  20 

６ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 15 14  30 

７ 退職給付費用  130 130  281 

８ 賃借料  479 518  1,000 

９ 減価償却費  121 120  246 

10 その他  1,925 5,838 7.7 2,018 5,945 7.8 107 4,482 12,006 7.6

営業利益   262 0.3 153 0.2 △108  562 0.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  8 13  20 

２ 受取配当金  16 17  30 

３ 負ののれん償却額  23 16  46 

４ 仕入割引  231 230  477 

５ 投資有価証券売却益  10 6  10 

６ 賃貸収入  72 64  144 

７ 営業補償金  ― 61  ― 

８ 雑収入  41 403 0.5 48 461 0.6 57 72 803 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  81 83  166 

２ 社債発行費償却  8 1  16 

３ 手形売却損  38 36  95 

４ 売上割引  122 133  259 

５ 雑損失  8 260 0.3 10 265 0.3 4 27 565 0.4

経常利益   405 0.5 349 0.5 △56  799 0.5
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
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 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

百分比
(％)

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ※１ 18 2  30 

２ 償却債権取立益  1 0  1 

３ 役員退職慰労引当金 
  戻入益 

 ― ―  35 

４ 移転補償金  ― ―  621 

５ 私財提供益 ※２ ― 19 0.0 175 177 0.2 157 ― 688 0.4

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※３ 7 4  136 

２ 固定資産売却損 ※４ 0 ―  0 

３ 貸倒引当金繰入額  ― 38  ― 

４ たな卸資産評価損等  128 ―  247 

５ のれん償却額  27 ―  27 

６ 瑕疵補修損失  ― 163 0.2 ― 42 0.1 △120 52 463 0.3

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  262 0.3 484 0.6 222  1,024 0.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 159 218  569 

法人税等調整額  △53 105 0.1 36 254 0.3 149 △229 340 0.2

少数株主利益   8 0.0 7 0.0 △1  17 0.0

中間(当期)純利益   147 0.2 222 0.3 74  666 0.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 5,373 △6 6,441

中間連結会計期間中の変動額  

 合併による増加 69 △0 68

 自己株式の取得 △5 △5

 剰余金の配当 (注) △82  △82

役員賞与 (注) △15  △15

中間純利益 147  147

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― 69 49 △5 113

平成18年９月30日残高(百万円) 850 294 5,423 △12 6,555

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 264 ― 264 153 6,859

中間連結会計期間中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △82

役員賞与 (注)  △15

中間純利益  147

 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) 

△129 △11 △141 6 △134

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△129 △11 △141 6 △21

平成18年９月30日残高(百万円) 134 △11 123 159 6,838

(注) 平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 5,895 △13 7,026

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △83  △83

 自己株式の取得 △2 △2

中間純利益 222  222

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― ― 138 △2 136

平成19年９月30日残高(百万円) 850 294 6,033 △15 7,162

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 137 △5 131 168 7,326

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △83

 自己株式の取得  △2

中間純利益  222

 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) 

△187 3 △183 4 △178

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△187 3 △183 4 △41

平成19年９月30日残高(百万円) △49 △1 △51 173 7,284
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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) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 5,373 △6 6,441

連結会計年度中の変動額  

 合併による増加 69 △0 68

 自己株式の取得 △5 △5

 剰余金の配当 (注) △82  △82

 剰余金の配当 △47  △47

 役員賞与 (注) △15  △15

 当期純利益 666  666

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― 69 521 △6 584

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 5,895 △13 7,026

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 264 ― 264 153 6,859

連結会計年度中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △82

 剰余金の配当  △47

 役員賞与 (注)  △15

 当期純利益  666

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△127 △5 △132 14 △117

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△127 △5 △132 14 466

平成19年３月31日残高(百万円) 137 △5 131 168 7,326

(注) 平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 



 
 
 

株式会社ジューテック（2682） 平成20年３月期中間決算短信 

―  ― 17

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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)

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)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
  純利益 

 262 484 1,024

２ 減価償却費  152 149 312

３ のれん償却額  6 △14 △14

４ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少) 

 13 48 △83

５ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少) 

 75 △11 14

６ 役員退職慰労引当金の 
  増減額(△は減少) 

 7 14 △13

７ 受取利息及び受取配当金  △24 △31 △51

８ 仕入割引  △231 △230 △477

９ 支払利息及び手形売却損  120 120 262

10 売上割引  122 133 259

11 有形固定資産売却益  △18 △2 △30

12 有形固定資産除却損  7 4 74

13 投資有価証券売却益  △10 △6 △10

14 私財提供益  ― △175 ―

15 移転補償金  ― ― △621

16 売上債権の増減額 
  (△は増加) 

 △5,526 △4,273 △3,880

17 たな卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 △815 152 △390

18 未収入金の増減額 
  (△は増加) 

 △396 1,297 △463

19 仕入債務の増減額 
  (△は減少) 

 5,046 △103 3,181

20 未払消費税等の増減額 
  (△は減少) 

 27 1 △1

21 役員賞与  △16 ― △16

22 その他  315 △123 252

小計  △881 △2,566 △673

23 利息及び配当金の受取額  23 27 50

24 仕入割引の受取額  122 140 257

25 私財提供益の受取額  ― 175 ―

26 移転補償金の受取額  ― ― 663

27 移転関連費用の支払額  ― ― △41

28 利息及び手形売却損の 
支払額 

 △119 △121 △265

29 法人税等の支払額  △290 △416 △506

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,144 △2,761 △515
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得 
  による支出 

 △276 △27 △601

２ 有形固定資産の売却 
  による収入 

 24 5 86

３ 無形固定資産の取得 
  による支出 

 △239 △1 △243

４ 投資有価証券の取得 
  による支出 

 △49 △34 △96

５ 投資有価証券の売却 
  による収入 

 16 58 17

６ 新規連結子会社の取得 
  による収入 

※２ ― ― △62

７ 貸付による支出  △0 △23 △70

８ 貸付金の回収による収入  78 64 118

９ 敷金保証金の支出  △37 △6 △49

10 敷金保証金の回収による 
  収入 

 8 13 22

11 その他  11 2 △12

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △463 49 △891

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額  △130 2,300 245

２ 長期借入れによる収入  ― ― 600

３ 長期借入金の返済 
  による支出 

 △195 △298 △762

５ 社債償還による支出  ― △300 ―

６ 配当金の支払額  △82 △83 △130

７ 少数株主への配当金 
の支払額 

 △2 △2 △2

８ 自己株式の取得 
による支出 

 △5 △2 △5

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △414 1,613 △55

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△は減少額) 

 △2,022 △1,098 △1,462

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 9,507 8,100 9,507

Ⅶ  合併に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 54 ― 54

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 7,539 7,001 8,100
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田、ウェルテッ

ク㈱ 

上記のうち、ウェルテック㈱に

ついては、当中間連結会計期間に

おいて子会社となったため、新た

に連結の範囲に含めております。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田、ウェルテッ

ク㈱、㈱仙建 

上記のうち、㈱ジューテックリ

ブについては、平成19年６月28日

付けで解散し平成19年10月22日付

けで清算結了しており、また、㈱

住まいるテックについては、平成

19年９月30日付けで解散し、現在

清算手続き中であります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  ８社 

㈱ＪＵＴＥＣ物流、㈱ジューテ

ック空調、㈱住まいるテック、㈱

ジューテックリブ、㈱イシモク、

㈱ジューテック秋田、ウェルテッ

ク㈱、㈱仙建 

上記のうち、ウェルテック㈱及

び㈱仙建については、当連結会計

年度において子会社となったた

め、新たに連結の範囲に含めてお

ります。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社の名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

同社の総資産、売上高、中間

純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社の名称 

同左 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社の名称  

  ジェイライフサポート㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

  同社の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため連結の

範囲から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない関係会社の

名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 持分法を適用しない理由 

  同社は、中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用の範

囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない関係会社の

名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用しない関係会社の

名称 

  ジェイライフサポート㈱ 

 持分法を適用しない理由 

  同社は、当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用の範

囲から除外しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と同一であります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

同左 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

連結子会社の事業年度は、連結

会計年度と同一であります。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算出) 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

子会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算出) 

 時価のないもの 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

②デリバティブ取引 

時価法 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 
移動平均法による 

原価法 

未成工事 
支出金 ・・・ 個別法による原価法 
   

②デリバティブ取引 

同左 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 同左 

未成工事 
支出金 ・・・ 同左 
 

②デリバティブ取引 

同左 

③たな卸資産 

商品・・・・・ 同左 

未成工事 
支出金 ・・・ 同左 
 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

   但し、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 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

少額減価償却資産(取得価額

が10万円以上20万円未満の減価

償却資産)については、３年間

で均等償却 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

定額法 

但し、自社利用ソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

   但し、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 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

少額減価償却資産(取得価額が

10万円以上20万円未満の減価償

却資産)については、３年間で均

等償却 
 
(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

 これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

(追加情報) 

当中間連結会計期間から、平成

19年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から、その残

存簿価を５年間で均等償却する方

法によっております。 

これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

  定率法 

但し、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 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物及び構築物  ３～50年

少額減価償却資産(取得価額

が10万円以上20万円未満の減価

償却資産)については、３年間

で均等償却 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 ３年間で均等償却しておりま

す。 
 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき引当額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当連結会計

年度における支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間に見合

う分を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

  この結果、従来の方法に比べて

営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ9百

万円減少しております。 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当連結会計年度

における支給見込額に基づき、当

中間連結会計期間に見合う分を計

上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき、当連結会計年度に見

合う分を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用してお

ります。 

  この結果、従来の方法に比べて

営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ20百

万円減少しております。 

④役員退職慰労引当金 

役員及び当社の執行役員の退任

による退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。 

 

④役員退職慰労引当金 

同左 

 

④役員退職慰労引当金 

役員及び当社の執行役員の退任

による退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

ヘッジ取引に係る損益の認識に

ついては繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、金利スワップ

の特例処理の要件を満たすものに

ついては、特例処理によっており

ます。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

a．たな卸資産(商品)の購入に係

る外貨建営業債務を対象とする為

替予約取引、b．借入金に係る利息

を対象とする金利スワップ取引を

実施しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

③ヘッジ方針 

主として当社は、将来の取引市

場での金利及び為替の相場変動に

伴うリスクの軽減を目的に、実需

に伴う取引に限定して、金利及び

通貨に係るデリバティブ取引を実

施することとしており、売買益を

目的とした投機的な取引は一切行

わない方針としております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、当初予定したキャッシュ・

フローが確保されたか否かを検証

することでヘッジの有効性を確認

しております。 

また、金利スワップの一部につ

いては、ヘッジ対象とヘッジ手段

に関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動を完全に相殺

するものと想定できるため、ヘッ

ジの有効性の評価は省略しており

ます。 

⑤その他 

主として当社は、取引方針等を

経営会議、取締役会で審議した上

で、決定された範囲内で財務経理

部長の決裁により取引を実行して

おり、あわせて取引残高、損益状

況について、経営会議、取締役会

に定期的に報告することとしてお

ります。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、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。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、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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会計方針の変更 
 

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から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 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6,690百万円であ

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

間連結財務諸表は、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。 

 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 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7,163百万円であ

ります。 

 また、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

  

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 終改正平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 
（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間から改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日 

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２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。 

 （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当連結会計年度から改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企

業会計基準第１号）及び「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準適用指針第２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。 
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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん」と表示しております。 

 

――――― 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「負ののれん償却額」と表示しております。 

  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「のれん償却額」と表示しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,077百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,908百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,949百万円

 ２   ―――――  ２ 受取手形裏書譲渡残高は、

183百万円であります。 

 ２ 受取手形裏書譲渡残高は、

272百万円であります。 

 

※３  中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理を

行っております。なお、当中

間連結会計期間末日は金融機

関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

 受取手形 452百万円

支払手形 160百万円

 
 

※３  中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理を

行っております。なお、当中

間連結会計期間末日は金融機

関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

 受取手形 396百万円

支払手形 193百万円

 
 

※３ 当連結会計年度末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理を行って

おります。なお、当連結会計年

度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日

満期手形が当連結会計年度末残

高に含まれております。 

 受取手形 502百万円

支払手形 247百万円
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(中間連結損益計算書関係) 
 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 
運搬具 

18百万円

その他 0百万円

計 18百万円

 
 

※１ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 
運搬具 

2百万円

計 2百万円

 
 

※１ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び 
運搬具 

26百万円

その他 0百万円

計 30百万円

 
 

※２    ――――― ※２ 私財提供益については、平成

19年７月30日付けで当社代表取

締役足立建一郎より私財提供を

受けたものであります。 

 

※２    ――――― 

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 6百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 7百万円
 

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 2百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 4百万円
 

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 72百万円

機械装置及び 
運搬具 

0百万円

その他 1百万円

解体費用 62百万円

計 136百万円

 
 

※４ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

その他 0百万円
 

※４    ――――― ※４ 固定資産売却損は、次のとお

りであります。 

機械装置及び 

運搬具 
0百万円

土地 0百万円

計 0百万円

 
 

 



 

 

 

株式会社ジューテック（2682） 平成20年３月期中間決算短信 

―  ― 28

(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 11,786,000 185,350 ― 11,971,350
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 日本バリュー株式会社との合併に伴う新株発行による増加 185,350株 

      

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 18,468 15,059 ― 33,527
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 15,059株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
     該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 82 7 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

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

となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 47 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月１日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 11,971,350 ― ― 11,971,350
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 35,149 5,790 ― 40,939
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 5,790株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
     該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 83 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

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

となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年11月12日 
取締役会 

普通株式 71 利益剰余金 6 平成19年９月30日 平成19年11月30日
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 11,786,000 185,350 ― 11,971,350
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 日本バリュー株式会社との合併に伴う新株発行による増加 185,350株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 18,468 16,681 ― 35,149
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 16,681株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 82 7 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 47 4 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

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

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 83 利益剰余金 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 7,539百万円

現金及び 
現金同等物の 
中間期末残高 

7,539百万円

 

※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

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 7,044百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△42百万円

現金及び 
現金同等物の 
中間期末残高 

7,001百万円

 
 

※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記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 8,160百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△60百万円

現金及び 
現金同等物の 
期末残高 

8,100百万円

 
 

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱仙建

を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳、当該子会

社株式の取得価額及び取得による

支出(純額)との関係は次のとおり

であります。 

流動資産 362百万円

固定資産 255百万円

のれん 62百万円

流動負債 △440百万円

固定負債 △144百万円

新規連結子会社
の取得価額 

95百万円

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

32百万円

差引：新規連結
子会社取得 
による支出 

62百万円

 
 

３ 重要な非資金取引の内容 

  当中間連結会計期間に合併した

日本バリュー㈱より引き継いだ資

産及び負債の内容は次のとおりで

あります。また、合併により増加

した資本準備金は69百万円であり

ます。なお、資本金の増加はあり

ません。 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 
 

３      ――――― ３ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に合併した日本

バリュー㈱より引き継いだ資産及

び負債の内容は次のとおりであり

ます。また、合併により増加した

資本準備金は69百万円でありま

す。なお、資本金の増加はありま

せん。 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
(単位：百万円) 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

建物及び 
構築物 7 2 5 

機械装置 
及び 
運搬具 

47 18 28 

有形固定 
資産 
その他 
(工具、 
器具及び 
備品) 

432 152 280 

無形固定 
資産 
その他 
(ソフト 
ウェア) 

302 124 177 

合計 789 297 491 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 
相当額

建物及び
構築物 7 3 3

機械装置
及び 
運搬具 

38 18 20

有形固定
資産 
その他 
(工具、
器具及び
備品) 

452 182 269

無形固定
資産 
その他 
(ソフト
ウェア)

599 168 430

合計 1,097 373 724

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

建物及び
構築物 7 3 4

機械装置
及び 
運搬具 

41 17 23

有形固定
資産 
その他 
(工具、
器具及び
備品) 

460 174 286

無形固定
資産 
その他 
(ソフト
ウェア)

456 165 291

合計 966 360 605

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円) 

１年以内 141 

１年超 356 

合計 497 

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円)

１年以内 207

１年超 530

合計 737

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 
(単位：百万円)

１年以内 174

１年超 438

合計 613

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円) 

支払リース料 70

減価償却費相当額 66

支払利息相当額 4

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 115

減価償却費相当額 106

支払利息相当額 8

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 166

減価償却費相当額 157

支払利息相当額 11

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 
(単位：百万円) 

 取得価額 
減価償却
累計額 

中間期末 
残高 

機械装置 
及び 
運搬具 

16 12 3 

合計 16 12 3 

  

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 
(単位：百万円)

 取得価額
減価償却
累計額

中間期末
残高 

機械装置
及び 
運搬具 

12 10 2

合計 12 10 2

  

(貸主側) 

(1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 
(単位：百万円)

 取得価額 
減価償却 
累計額 

期末残高

機械装置
及び 
運搬具 

13 10 2

合計 13 10 2

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円) 

１年以内 5 

１年超 3 

合計 9 

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高相当額及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 
(単位：百万円)

１年以内 2

１年超 2

合計 4

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高相当額及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定してお

ります。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 
(単位：百万円)

１年以内 4

１年超 1

合計 6

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高相当

額及び見積残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占め

る割合が低いため、受取利子込み

法により算定しております。 

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円) 

受取リース料 3

減価償却費 0

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円)

受取リース料 2

減価償却費 0

  

(3) 受取リース料及び減価償却費 
(単位：百万円)

受取リース料 6

減価償却費 1

  

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円) 

１年以内 3 

１年超 10 

合計 14 

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 2

１年超 4

合計 7

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

 未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 8

合計 12
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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：百万円) 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表 
計上額 差  額 

(1) 株 式 1,259 1,471 212

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,259 1,471 212

 (1) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合
にはすべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必
要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 中間連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  社債 4

   非上場株式 130

子会社株式及び関連会社株式 

   子会社株式 10

合  計 144

 



 

 

 

株式会社ジューテック（2682） 平成20年３月期中間決算短信 

―  ― 35

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：百万円) 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表 
計上額 差  額 

(1) 株 式 1,429 1,325 △103

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,429 1,325 △103

 (1) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合
にはすべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必
要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 中間連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

  社債 4

   非上場株式 43

子会社株式及び関連会社株式 

   子会社株式 10

合  計 57
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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：百万円) 
区  分 取得原価 連結貸借対照表 

計上額 差  額 

(1) 株 式 1,379 1,603 224

(2) 債 券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合 計 1,379 1,603 224

 (1) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落している場合には
すべて減損処理を行い、30％以上50％未満であるときは、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

内  容 連結貸借対照表計上額 

 その他有価証券 

   社債 4

    非上場株式 94

子会社株式及び関連会社株式 

   子会社株式 10

合  計 108
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(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１．通貨関連 

種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち 
１年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

オプション取引     

売 建     

 プット(ＵＳＤ) 235 94 △3 4

   

買 建   

 コール(ＵＳＤ) 212 70 0 0

   

合計 ― ― △3 4

(注)１ 時価の算定方式については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
  ２ 上記取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 
  ３ 上記以外のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象外としております。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますの

で注記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますの

で注記の対象から除いております。 

 

(セグメント情報) 
 

【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)及び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)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)にお

いて、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも90％を超え

ているため、記載を省略しております。 

 

【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)及び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)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)にお

いて、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

【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)及び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)並びに前連結会計年度(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。 
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(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） 

１．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称 日本バリュー株式会社 

(2) 被取得企業の事業の内容 不動産の管理及び仲介業、有価証券の保有 

(3) 企業結合を行った主な理由 当社の株主構成の明瞭化を図るため 

(4) 企業結合日 平成18年５月１日 

(5) 企業結合の法的形式 合併 

(6) 結合後の名称 株式会社ジューテック 

(7) 取得した議決権 100.00％ 

 

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  平成18年５月１日から平成18年９月30日まで 

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価 

当社株式 69百万円 

取得原価 69百万円 

 

４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

  (1) 合併比率  １：655 

(2) 合併比率の算定方法 

    当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュー株式会社は時価純資産価額法により株式価値を算定し、

その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しております。 

(3) 交付した株式数 

     合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株式

2,022,000株については、自己株式とした上で同社の株主に交付すべき新株式に代用し、残りの185,350株に

ついては、新たに株式を発行して割り当てております。 

    なお、取得原価につきましては、合併公表日直前の時価を基礎に算定しております。 

 

５．発生した負ののれんとその償却方法及び償却期間 

  (1) 負ののれんの金額  ４百万円 

 (2) 発生原因 

      日本バリュー株式会社が所有する当社株式に対する配当期待権を合併比率算定時の同社資産として織り込

んでいるため発生したもの。 

   (3) 償却方法及び償却期間 

     定額法にて５年間で償却する。 

 

６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 

７．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連

結損益計算書に及ぼす影響の概算額 

    金額的重要性がないため記載しておりません。 
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．共通支配下の取引等 

   (1) 統合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、統合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

  ① 統合当事企業の名称 

    株式会社ジューテックリブ 

② 事業の内容 

    ＤＩＹ商品及び木材の販売 

③ 企業統合の法的形式 

  事業譲受 

  ④ 統合後企業の名称 

   株式会社ジューテック 

   ⑤  取引の目的を含む取引の概要 

a. 目的 

  連結子会社であります株式会社ジューテックリブの主な事業であるＤＩＹ事業を当社が譲受けることで、

この事業に対し、当社の全国的なネットワークを活用した体制作りと事業の拡大を図るものであります。 

b. 事業譲受期日 

 平成19年４月１日 

 

(2) 実施した会計処理の概要 

    当該事業譲受については、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分

離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 終改正 平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号)に基づき、「共通支配下の取引」として会計処理を行っております。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 企業結合の概要 

   (1) 被取得企業の名称     日本バリュー株式会社 

  (2) 被取得企業の事業の内容  不動産の管理及び仲介業、有価証券の保有 

  (3) 企業結合を行った主な理由 当社の株主構成の明瞭化を図るため 

  (4) 企業結合日        平成18年５月１日 

  (5) 企業結合の法的形式    合併 

  (6) 結合後の名称       株式会社ジューテック 

  (7) 取得した議決権      100.00％ 

 

２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  平成18年５月１日から平成19年３月31日まで 

 

３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価 

当社株式 69百万円 

取得原価 69百万円 

 

４ 合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

  (1) 合併比率  １：655 

(2) 合併比率の算定方法 

    当社は株価平均法に基づき、また、日本バリュー株式会社は時価純資産価額法により株式価値を算定し、

その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しております。 

(3) 交付した株式数 

     合併に際し当社が割り当てる総数2,207,350株のうち、日本バリュー株式会社が所有する当社株式

2,022,000株については、自己株式とした上で同社の株主に交付すべき新株式に代用し、残りの185,350株に

ついては、新たに株式を発行して割り当てております。 

    なお、取得原価につきましては、合併公表日直前の時価を基礎に算定しております。 

 

５ 発生した負ののれんとその償却方法及び償却期間 

  (1) 負ののれんの金額  ４百万円 

 (2) 発生原因 

      日本バリュー株式会社が所有する当社株式に対する配当期待権を合併比率算定時の同社資産として織り込

んでいるため発生したもの。 

   (3) 償却方法及び償却期間 

     定額法にて５年間で償却する。 

 

６ 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 74百万円

合計 74百万円

流動負債 1百万円

合計 1百万円

 

７ 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額 

    金額的重要性がないため記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 559円45銭 596円07銭 599円70銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

12円39銭 18円64銭 55円93銭 

  なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 (注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

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) 

中間連結貸借対照表(連結
貸借対照表)の純資産の部
の合計額 
(百万円) 

6,838 7,284 7,326

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 

6,678 7,111 7,158

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

159 173 168

普通株式の発行済株式数 
(千株) 

11,971 11,971 11,971

普通株式の自己株式数 
(千株) 

33 40 35

１株当たり純資産額の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

11,937 11,930 11,936

 

２．１株当たり中間(当期)純利益 

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) 

中間(当期)純利益(百万円) 147 222 666

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)

147 222 666

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

11,914 11,932 11,925
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(重要な後発事象) 

 
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) 

東京都市計画事業有明北土地区画

整理事業のため、当社東京営業所を

移転することに伴い、平成18年11月

13日付けで次のとおり建築物等移転

補償契約を締結いたしました。 

当該事項に関する概要は、次のと

おりであります。 

(1) 契約先 東京都 

(2) 契約内容等 

建築物等の移転に
伴う損失補償金 

663百万円

(3) 物件引渡し期日 

  平成19年３月31日 

 本件に伴い、平成19年３月期にお

いて663百万円を特別利益として計

上する見込みであります。 

 

連結子会社株式の売却の件 

当社は、平成19年11月12日開催の

取締役会において、当社の連結子会

社である株式会社ジューテック空調

の株式を譲渡することを決議いたし

ました。 

(1) 株式譲渡の理由 

   当社グループにおける事業の

選択と集中の一環として行うも

のであります。 

(2) 当該子会社の名称等 

① 名称 

  株式会社ジューテック空調 

② 事業内容 

  空調機器の設計施工及び販売 

③ 資本金の額 20百万円 

(3) 売却に関する事項 

① 売却先 

坪口 正義(現同社社長) 

 ② 譲渡株式数  

   37,800株 

(発行済み株式総数の94.5％) 

  ③ 譲渡価額 

   ８百万円 

 ④ 譲渡後の所有株式数 

   ― 株 

 ⑤ 株式譲渡日 

   平成19年11月30日 

株式会社ジューテックリブからの

全事業譲受けについて 

 当社と当社の連結子会社である株

式会社ジューテックリブは、平成19

年２月26日に締結いたしました同社

が営む全事業を譲受ける事業譲渡契

約書に基づき、平成19年４月１日付

で事業譲受けを行いました。 

事業譲受けに関する事項の概要

は、以下のとおりであります。 

(1) 事業譲受けの目的 

株式会社ジューテックリブの

近の営業状況と同社の主な事

業でありますＤＩＹ事業の将来

性を鑑みて、当社の全国的なネ

ットワークを生かしこの事業に

取り組むことで、よりお客様の

ご要望にお応えすることができ

る体制を構築し、かつ事業の拡

大を図ってまいります。 

(2) 事業譲受けの内容 

 ＤＩＹ商品及び木材の販売 

(3) 事業譲受けの形式 

 会社法第468条第２項に定め

る簡易な事業譲受けでありま

す。 

(4) 譲受け資産及び負債 

資産合計 2,240百万円 

負債合計 1,799百万円 

(5) 当連結会計年度の連結損益計算

書に計上されている譲受けた事

業に係る損益の概算額 

売上高 5,173百万円 

経常利益 △158百万円 

当期純利益 △367百万円 

 ※内部取引相殺前の金額であ

ります。 
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５ 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  6,949 6,453  7,176 

２ 受取手形 ※３ 10,142 13,891  8,881 

３ 売掛金  22,178 21,930  22,010 

４ たな卸資産  2,815 2,959  2,647 

５ その他  3,955 2,800  4,515 

貸倒引当金  △991 △1,077  △1,093 

流動資産合計   45,049 76.0 46,958 77.3 1,909  44,139 75.8

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物  1,702 1,628  1,658 

(2) 土地  7,769 7,955  7,946 

(3) その他  111 102  106 

有形固定資産合計  9,583 9,686  9,711 

２ 無形固定資産  450 363  403 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  1,573 1,340  1,631 

(2) その他  3,522 2,893  3,374 

貸倒引当金  △879 △491  △997 

投資その他の資産 
合計 

 4,217 3,742  4,008 

固定資産合計   14,250 24.0 13,792 22.7 △457  14,123 24.2

Ⅲ 繰延資産   10 0.0 1 0.0 △9  2 0.0

資産合計   59,310 100.0 60,752 100.0 1,442  58,265 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

比較増減 

金額 

(百万円) 金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形 ※３ 6,052 6,908  7,105 

２ 買掛金  34,748 33,422  32,425 

３ １年内償還予定 
社債 

 300 ―  300 

４ 短期借入金  1,700 4,100  1,600 

５ １年内返済予定 
  長期借入金 

 832 1,219  597 

６ 未払法人税等  170 205  393 

７ 賞与引当金  458 391  410 

８ 役員賞与引当金  8 11  18 

９ その他 ※２ 1,106 838  803 

流動負債合計   45,377 76.5 47,096 77.5 1,718  43,652 74.9

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  2,700 2,700  2,700 

２ 長期借入金  3,858 3,238  4,148 

３ 役員退職慰労引当金  175 199  188 

４ その他  838 771  775 

固定負債合計   7,572 12.8 6,909 11.4 △662  7,812 13.4

負債合計   52,949 89.3 54,006 88.9 1,056  51,465 88.3
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   850 1.4 850 1.4 ―  850 1.5

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  294 294  294 

(2) その他資本剰余金  0 0  0 

資本剰余金合計   294 0.5 294 0.5 ―  294 0.5

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  130 130  130 

(2) その他利益剰余金     

特別償却準備金  1 ―  ― 

固定資産圧縮 
積立金 

 228 228  228 

別途積立金  4,550 4,850  4,550 

繰越利益剰余金  211 469  640 

利益剰余金合計   5,121 8.6 5,678 9.3 556  5,549 9.5

４ 自己株式   △12 △0.0 △15 △0.0 △2  △13 △0.0

株主資本合計   6,253 10.5 6,807 11.2 553  6,680 11.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  118 0.2 △59 △0.1 △177  125 0.2

２ 繰延ヘッジ損益   △11 △0.0 △1 △0.0 9  △5 △0.0

評価・換算差額等 
合計 

  107 0.2 △60 △0.1 △168  119 0.2

純資産合計   6,360 10.7 6,746 11.1 385  6,800 11.7

負債純資産合計   59,310 100.0 60,752 100.0 1,442  58,265 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

比較増減 
金額 

(百万円) 
金額(百万円) 

百分比
(％)

Ⅰ 売上高   71,757 100.0 73,026 100.0 1,268  147,616 100.0

Ⅱ 売上原価   66,320 92.4 67,337 92.2 1,016  136,447 92.4

売上総利益   5,437 7.6 5,689 7.8 251  11,168 7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,127 7.2 5,567 7.6 440  10,527 7.2

営業利益   309 0.4 121 0.2 △188  640 0.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  380 0.5 446 0.6 65  750 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  256 0.3 256 0.4 0  537 0.3

経常利益   433 0.6 311 0.4 △122  853 0.6

Ⅵ 特別利益 ※３  1 0.0 175 0.2 174  623 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４  445 0.6 48 0.0 △397  798 0.5

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失(△) 

  △10 △0.0 439 0.6 449  678 0.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 114 183  509 

法人税等調整額  △42 71 0.1 43 226 0.3 154 △224 285 0.2

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  △81 △0.1 212 0.3 294  393 0.3
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③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 ― 224

中間会計期間中の変動額  

 合併による増加 69 0 69

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 69 0 69

平成18年９月30日残高(百万円) 850 294 0 294

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益 
準備金 特別償却

準備金 
固定資産

圧縮積立金
別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 130 2 228 4,300 638 5,299 △6 6,367

中間会計期間中の変動額    

 合併による増加   △0 68

 自己株式の取得   △5 △5

 剰余金の配当 (注)  △82 △82  △82

 役員賞与 (注)  △14 △14  △14

 別途積立金の積立 (注)  250 △250 ―  ―

 中間純損失  △81 △81  △81

 特別償却準備金の取崩 (注)  △1 1 ―  ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △1 ― 250 △426 △178 △5 △114

平成18年９月30日残高(百万円) 130 1 228 4,550 211 5,121 △12 6,253

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 250 ― 250 6,617

中間会計期間中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △82

 役員賞与 (注)  △14

 別途積立金の積立 (注)  ―

 中間純損失  △81

 特別償却準備金の取崩 (注)  ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△131 △11 △142 △142

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△131 △11 △142 △257

平成18年９月30日残高(百万円) 118 △11 107 6,360

(注) 平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 0 294

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ―

平成19年９月30日残高(百万円) 850 294 0 294

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益 
準備金 固定資産 

圧縮積立金
別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 130 228 4,550 640 5,549 △13 6,680

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △83 △83  △83

 自己株式の取得   △2 △2

 別途積立金の積立  300 △300 ―  ―

 中間純利益  212 212  212

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 300 △171 128 △2 126

平成19年９月30日残高(百万円) 130 228 4,850 469 5,678 △15 6,807

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 125 △5 119 6,800

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △83

 自己株式の取得  △2

 別途積立金の積立  ―

 中間純利益  212

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△184 3 △180 △180

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△184 3 △180 △53

平成19年９月30日残高(百万円) △59 △1 △60 6,746
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 850 224 ― 224

事業年度中の変動額  

 合併による増加 69 0 69

事業年度中の変動額合計(百万円) ― 69 0 69

平成19年３月31日残高(百万円) 850 294 0 294

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却
積立金 

固定資産
圧縮積立金

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 130 2 228 4,300 638 5,299 △6 6,367

事業年度中の変動額    

 合併による増加   △0 68

 自己株式の取得   △5 △5

 剰余金の配当 (注)    △82 △82  △82

 剰余金の配当  △47 △47  △47

 役員賞与 (注)   △14 △14  △14

 別途積立金の積立 (注)   250 △250 ―  ―

 当期純利益  393 393  393

 特別償却準備金の取崩 (注)   △1 1 ―  ―

 特別償却準備金の取崩  △1 1 ―  ―

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △2 ― 250 2 249 △6 312

平成19年３月31日残高(百万円) 130 ― 228 4,550 640 5,549 △13 6,680

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 250 ― 250 6,617

事業年度中の変動額  

 合併による増加  68

 自己株式の取得  △5

 剰余金の配当 (注)  △82

剰余金の配当  △47

 役員賞与 (注)  △14

 別途積立金の積立 (注)  ―

 当期純利益  393

 特別償却準備金の取崩 (注)  ―

特別償却準備金の取崩  ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△125 △5 △130 △130

事業年度中の変動額合計(百万円) △125 △5 △130 182

平成19年３月31日残高(百万円) 125 △5 119 6,800

(注) 平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準 

及び評価方法 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

 移動平均法による原価

法 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算出) 

 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算出) 

 

  時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

  時価法 

 

(2) デリバティブ取引 

同左 

(2) デリバティブ取引 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品 

  移動平均法による原価

法 

(3) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

  ②未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 

 ②未成工事支出金 

同左 

 ②未成工事支出金 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  但し、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 

  なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであり

ます。 

   建物   ３～50年

   構築物  10～30年

  少額減価償却資産(取

得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産)

については、３年間で均

等償却 

(1) 有形固定資産 

定率法 

   但し、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 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物  ３～50年 

  構築物 10～30年 

少額減価償却資産(取

得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産)

については、３年間で均

等償却 

 

(1) 有形固定資産 

定率法 

  但し、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 

  なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであり

ます。 

   建物   ３～50年

   構築物  10～30年

  少額減価償却資産(取

得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産)

については、３年間で均

等償却 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更して

おります。 

 これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 

(追加情報) 

当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、消却可能限度額まで

償却が終了した翌年か

ら、その残存簿価を５年

間で均等償却する方法に

よっております。 

これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 

 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

  但し、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

社債発行費 

 ３年間で均等償却してお

ります。 

 

社債発行費 

同左 

社債発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収

可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

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。 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。 

  この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益が、それぞれ8百

万円減少し、税引前中間

純損失が8百万円増加し

ております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づ

き、当事業年度に見合う

分を計上しております。

（会計方針の変更） 

当事業年度より「役員

賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用

しております。 

  この結果、従来の方法

に比べて営業利益、経常

利益及び税引前当期純利

益が、それぞれ18百万円

減少しております。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退

任による退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退

任による退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  ヘッジ取引に係る損益

の認識については繰延ヘ

ッジ処理によっておりま

す。ただし、金利スワッ

プの特例処理の要件を満

たすものについては、特

例処理によっておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 ①たな卸資産(商品)の購

入に係る外貨建営業債務

を対象とする為替予約取

引、②借入金に係る利息

を対象とする金利スワッ

プ取引を実施しておりま

す。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  当社は、将来の取引市

場での金利及び為替の相

場変動に伴うリスクの軽

減を目的に、実需に伴う

取引に限定して、金利及

び通貨に係るデリバティ

ブ取引を実施することと

しており、売買益を目的

とした投機的な取引は一

切行わない方針としてお

ります。 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

を比較し、当初予定した

キャッシュ・フローが確

保されたか否かを検証す

ることでヘッジの有効性

を確認しております。 

  また、金利スワップの

一部については、ヘッジ

対象とヘッジ手段に関す

る重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及

びその後も継続して相場

変動を完全に相殺するも

のと想定できるため、ヘ

ッジの有効性の評価は省

略しております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) その他 

  当社は、取引方針等を

経営会議、取締役会で審

議した上で、決定された

範囲内で財務経理部長の

決裁により取引を実行し

ており、あわせて取引残

高、損益状況について、

経営会議、取締役会に定

期的に報告することとし

ております。 

 

(5) その他 

同左 

(5) その他 

同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 
 

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） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 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6,371百万円であ

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。 

 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 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6,805百万円であ

ります。 

 また、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部について、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。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

  

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年12月22日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企

業会計基準第１号）及び「自己株式

及び準備金の額に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２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。 

 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。 

 

――――― （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当事業年度から改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準第１号）及び「自己株式及び

準備金の額に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 終

改正平成18年８月11日 企業会計基

準適用指針第２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。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,542百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,472百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,399百万円

※２ 消費税等の処理 

  仮受消費税等と仮払消費税等の

中間期末残高の相殺後の金額は、

金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めておりま

す。 

 

※２ 消費税等の処理 

同左 

※２    ――――― 

※３  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理を行っ

ております。なお、当中間会

計期間末日は金融機関の休日

であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が中間会計

期間末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形 387百万円

支払手形 160百万円

 
 

※３  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理を行っ

ております。なお、当中間会

計期間末日は金融機関の休日

であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が中間会計

期間末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形 342百万円

支払手形 132百万円

 
 

※３ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理を行っております。な

お、当期末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれており

ます。 

 受取手形 415百万円

支払手形 195百万円
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 15百万円

受取配当金 22百万円

仕入割引 219百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 17百万円

受取配当金 23百万円

仕入割引 216百万円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 35百万円

受取配当金 36百万円

仕入割引 449百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 81百万円

売上割引 118百万円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 79百万円

売上割引 129百万円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 163百万円

売上割引 250百万円

 
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

償却債権取立益 1百万円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

私財提供益 175百万円

私財提供益については、平成

19年７月30日付けで当社代表取

締役足立建一郎より私財提供を

受けたものであります。 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

償却債権取立益 1百万円

移転補償金 621百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 345百万円

関係会社株式評価損 91百万円

 

固定資産除却損 

建 物 5百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 7百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 43百万円

 

固定資産除却損 

建 物 2百万円

その他 0百万円

解体費用 1百万円

計 4百万円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 507百万円

関係会社株式評価損 101百万円

瑕疵補修損失 52百万円

 

固定資産除却損 

建 物 70百万円

構築物 1百万円

工具、器具及び備品 1百万円

その他 0百万円

解体費用 62百万円

計 136百万円

 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 73百万円

無形固定資産 43百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 77百万円

無形固定資産 48百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 149百万円

無形固定資産 91百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

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（株） 18,468 15,059 ― 33,527
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 15,059株 

 

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 自己株式に関する事項 

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（株） 35,149 5,790 ― 40,939
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 5,790株 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

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(株） 18,468 16,681 ― 35,149
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 16,681株 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

有形固 
定資産 448 157 291 

無形固 
定資産 302 124 177 

合計 751 281 469 

    
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 
相当額

有形固
定資産 498 204 293

無形固
定資産 599 168 430

合計 1,097 373 724
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 
(単位：百万円)

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

有形固
定資産 480 184 295

無形固
定資産 456 165 291

合計 937 349 587
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 
(単位：百万円)

１年以内 135 

１年超 339 

合計 475 

  
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 
(単位：百万円)

１年以内 207

１年超 530

合計 737

 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 
(単位：百万円)

１年以内 169

１年超 425

合計 594

 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 66 

減価償却費相当額 63 

支払利息相当額 4 

  
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 115

減価償却費相当額 106

支払利息相当額 8
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
(単位：百万円)

支払リース料 159

減価償却費相当額 151

支払利息相当額 10
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3 

１年超 10 

合計 14 

  

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 2

１年超 4

合計 7
 

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 
(単位：百万円)

１年以内 3

１年超 8

合計 12
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

(企業結合等関係) 

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) 中間連結財務諸表  注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

 

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) 

(1) 中間連結財務諸表  注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

(1) 連結財務諸表  注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 532円81銭 565円48銭 569円70銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△)

△6円86銭 17円81銭 33円01銭 

  なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

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) 

中間貸借対照表(貸借対照
表)の純資産の部の合計額 
(百万円) 

6,360 6,746 6,800 

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 

6,360 6,746 6,800 

普通株式の発行済株式数 
(千株) 

11,971 11,971 11,971 

普通株式の自己株式数 
(千株) 

33 40 35 

１株当たり純資産額の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

11,937 11,930 11,936 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

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) 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)(百万円) 

△81 212 393 

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)純利益又は 
中間純損失(△)(百万円) 

△81 212 393 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

11,914 11,932 11,925 
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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) 

東京都市計画事業有明北土地区画

整理事業のため、当社東京営業所を

移転することに伴い、平成18年11月

13日付で次のとおり建築物等移転補

償契約を締結いたしました。 

 なお、詳細は中間連結財務諸表  

注記事項(重要な後発事象)に記載し

ております。 

連結子会社株式の売却の件 

当社は、平成19年11月12日開催の

取締役会において、当社の連結子会

社である株式会社ジューテック空調

の株式を譲渡することを決議いたし

ました。 

なお、詳細は中間連結財務諸表  

注記事項(重要な後発事象)に記載し

ております。 

株式会社ジューテックリブからの

全事業譲受けについて 

当社と当社の連結子会社である株

式会社ジューテックリブは、平成19

年２月26日に締結いたしました同社

が営む全事業を譲受ける事業譲渡契

約書に基づき、平成19年４月１日付

で事業譲受けを行いました。 

なお、詳細は連結財務諸表  注記

事項(重要な後発事象)に記載してお

ります。 
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