
（財）財務会計基準機構会員  

平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

平成19年11月12日 

上 場 会 社 名        中山福株式会社 上場取引所 東証二部・大証一部 

コ ー ド 番 号        ７４４２ ＵＲＬ http://www.nakayamafuku.co.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中 尾 千 興 

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役専務 
管理本部長兼財務部長

(氏名) 藤 井 政 弘 ＴＥＬ(06)6271－5393 

半期報告書提出予定日 平成19年12月20日   
 

（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
 (1）経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年９月中間期 
18年９月中間期 

  18,614  4.0 
  17,893 △2.7 

   392  4.5 
   376  22.5 

   741  3.0 
   719  9.9 

   438  7.7 
   407  9.4 

19年３月期   36,700   －    927   －   1,624   －    911   － 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円  銭 円  銭

19年９月中間期 
18年９月中間期 

21 74 
20 19 

－ － 
－ － 

19年３月期 45 16 － －
(参考) 持分法投資損益  19年９月中間期 －百万円  18年９月中間期 －百万円  19年３月期 －百万円 
 
(2）財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19年９月中間期 
18年９月中間期 

20,276 
19,485 

12,805 
12,321 

63.2 
63.2 

634  48 
610  49 

19年３月期 20,206 12,842 63.6 636  32 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 12,805百万円  18年９月中間期 12,321百万円  19年３月期 12,842百万円 
 
(3）キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による         
キャッシュ･フロー 

投資活動による         
キャッシュ･フロー

財務活動による         
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 
18年９月中間期 

1,246 
542 

△203 
△81 

△513 
△472 

2,009 
1,425 

19年３月期 786 △122 △623 1,479 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭 

19年３月期 － － － － － － 18 00 18 00 

20年３月期 － － － －   

20年３月期（予想）   － － 17 00 
17 00 

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

（％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通 期  37,724  2.8   1,030 11.1   1,714  5.5     965  5.9 47 81 

－  －
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４．その他 
 (1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更        有 
② ①以外の変更               無 
(注) 詳細は、15ページ「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
 
 (2）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年９月中間期 20,214,480株 18年９月中間期 20,214,480株 19年３月期 20,214,480株 
② 期末自己株式数          19年９月中間期 31,440株   18年９月中間期 30,782株   19年３月期 31,324株 
(注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する注意事項等については、３ページ「１．経営成

績（1）経営成績に関する分析」等をご参照ください。 

なお、当社は、通期の業績予想及び配当予想を修正しております。当該事項については、本日平成19年11月12日公表の「平成

20年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

 

－  －
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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 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格をはじめ原材料価格の高騰が長期化するなかで、大企業を中

心に企業収益の改善や民間設備投資の増加に支えられ、景気は緩やかな拡大を続けてまいりました。 

 一方、個人消費におきましては明るさが伺える状況にあるものの、物価上昇や年金問題などの先行き不安感に

より一部に消費抑制が見られるなど、今後も留意が必要であります。 

 当家庭金物用品業界におきましては、原材料価格の高止まり状況が続くなか、メーカーの商品価格値上げ要請

が増す一方、業態を超えた販売競争も一層激化するなど、業界を取り巻く経営環境は引続き厳しい状況が続いて

まいりました。 

 このような状況のもと、当社といたしましては、国内外で新商品の開発に努めるとともに、新規取引先をはじ

め販売の増強に取り組んでまいりました。 

 その結果、当中間会計期間の売上高は186億14百万円（対前年同期比104.0％）となりました。 

品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」の売上高は、ステンレスボトル、耐熱食器、ティー・コーヒー用品などの売上高増加によ

り49億25百万円（同107.3％）となりました。 

「キッチン用品」の売上高は、フッ素樹脂加工フライパン、中華炒め鍋、ステンレスケトル、包丁などの売上

高増加により67億45百万円（同105.4％）となりました。 

「サニタリー用品」の売上高は、スペアテープ、浴室小物、カーペットクリーナーなどの売上高増加により29

億81百万円（同101.1％）となりました。 

「収納用品」の売上高は、スチール製レンジ台、多目的棚、米びつなどの売上高減少により22億55百万円（同

97.8％）となりました。 

「シーズン用品他」の売上高は、キャンプ用品、フリーザーボックス、冷蔵庫などの売上高増加により17億06

百万円（同103.4％）となりました。 

 損益面では、売上高増加と販管費率の低下により営業利益は３億92百万円（同104.5％）、経常利益は７億41百

万円（同103.0％）、中間純利益は４億38百万円（同107.7％）となりました。 

 

  ②通期の見通し 

 今後の景気見通しにつきましては、原材料価格高騰の長期化やアメリカのサブプライム問題など、国内外経済

の懸念材料への留意が必要でありますが、引続き緩やかな景気拡大が期待されております。 

 当家庭金物用品業界におきましては、価格面、販売面で厳しい競争環境が続くものと予測されますが、当社と

いたしましては、販売の増強に努めるとともに、新商品の開発と併せ、商品価格の見直しにも取り組んでまいり

ます。 

 また、引続き、物流の合理化、効率化を推進し、物流経費の削減に取り組んでまいります。 

 平成20年３月期通期の業績は、 

売 上 高 377億24百万円 (対前期比102.8％) 

営 業 利 益 10億30百万円 (  同  111.1％) 

経 常 利 益 17億14百万円 (  同  105.5％) 

当 期 純 利 益 ９億65百万円 (  同  105.9％) 

                                                  と予想いたしております。 

 

  ③中期経営計画等の進捗状況 

 当社の中長期的な経営計画目標は、平成19年５月９日付の平成19年３月期決算短信において「平成22年３月期

に経常利益17億45百万円達成」と発表しております。 

 計画の進捗状況につきましては、順調に推移しているものと認識しております。 

 

  ④目標とする経営指標の達成状況 

 当社は経営効率を明確に表す売上高経常利益率を重視しており、中期経営計画目標として4.5％を掲げておりま

す。当中間会計期間においては4.0％となっており、順調に推移しているものと認識しております。 

－  － 
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 (2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況 

 当中間会計期間において、流動資産は売掛金の増加等により８億60百万円増加の134億03百万円、固定資産は減

価償却等による有形固定資産の減少、株価下落等による投資有価証券の減少等により69百万円減少の68億72百万

円となり、資産は７億90百万円増加の202億76百万円となりました。 

 また、長期借入金の減少等により固定負債が減少いたしましたが、支払手形の増加、買掛金の増加等により流

動負債が増加したため、負債は３億07百万円増加の74億70百万円、純資産は中間純利益の計上による利益剰余金

の増加により４億83百万円増加の128億05百万円となりました。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、法人税等の支払いによる３億64百万

円の支出、投資有価証券の取得による１億13百万円の支出、長期借入金の返済による１億49百万円の支出、配当

金の支払いによる３億63百万円の支出等がありましたが、税引前中間純利益を７億50百万円計上したことに加え、

売上債権の減少３億72百万円、仕入債務の増加４億27百万円等があったことにより、前事業年度に比べ５億30百

万円増加し、当中間会計期間末には資金は20億09百万円（対前年同期比40.9％増）となりました。 

 

 ③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 財務指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成19年 

９月中間期

自己資本比率 62.3％ 61.9％ 62.2％ 63.6％ 63.2％ 

時価ベースの自己資本比率 53.2％ 49.9％ 65.3％ 57.2％ 56.6％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 3.2年 0.7年 0.8年 0.2年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 49.1 16.0 67.7 46.8 174.5 

（注）各指標の算出にあたっては以下の算式を使用しております。 

    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 

    株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

    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 

    （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

    有利子負債：利子を支払っている負債 

    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 

 
 (3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、収益の向上を図り、配当性向35％以上を目途と

し、安定した配当の継続に努めるとともに、経営基盤の強化のため内部留保の充実を図って行く方針であります。 

 当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本としております。 

 また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場

合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。 

 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化のため内部留保の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 前記の基本方針に基づいて、普通配当を１株につき16円（配当性向35.4％）とし、東京証券取引所市場第二部上

場記念配当を１株につき２円加えて、１株につき18円を、平成19年３月期の剰余金の配当として、平成19年５月９

日開催の取締役会決議に基づき平成19年６月29日付で実施いたしました。 

 当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づき配当予想を修正し、普通配当を１株に

つき16円から17円（配当性向35.6％）に変更しております。 

 なお、自己株式の取得につきましては、現時点では予定しておりませんが、当社の財務状況や株価の推移等も勘

案しつつ、利益還元策の一つとして、実施時期及び実施規模を含め、適切に対応してまいります。 

 

 (4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業等のリスク」からの重要な内容の変更がないた

め、開示を省略しております。 

－  － 
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２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成19年６月28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」

からの変更がないため、開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

 (1）会社の経営の基本方針 

 当社は、社会と共存し、社業を通じて、株主の皆様、仕入先、得意先、社員、その他関係者の方々の「幸」の実

現と、社会の発展に貢献することを経営理念としております。 

 当社は、「より良い商品をより安く」をモットーとして、グローバルな視野で消費者のニーズに合った商品の開

発に取り組むとともに、販売の増強に努めてまいります。 

 また、物流面におきましては、一層の効率化・合理化を推進し、ローコスト化と「納品率」の向上に取り組んで

まいります。 

 財務面におきましては、引続き株主資本の充実に努め企業体力を強化し、内部留保金は今後の物流システムの再

構築、並びに経営体制の効率化・省力化などの投資等に活用し、企業競争力の強化を図ってまいります。 

 

 (2）目標とする経営指標 

・売上高経常利益率 

 当社は、家庭金物用品等の卸販売を単一事業部門で営んでおり、経営効率を明確に表す売上高経常利益率を重

視しております。中期経営計画目標値としては4.5％を掲げております。 

 

 (3）中長期的な当社の経営戦略 

 当社は、売上高の増強を図るとともに、売上総利益率の改善、物流業務を中心とした経費の削減により収益構造

を改善し、平成22年３月期に経常利益17億45百万円達成を中期経営計画の目標として下記の重点課題に取り組んで

まいります。 

 ① 新規得意先・新部門得意先への売上高増強 

 ② 輸入商品（オリジナル開発商品）の売上高増強 

 ③ 売上総利益率の改善 

 ④ ローコスト物流体制の構築 

 ⑤ 成果を重視した人事制度の促進 

 

 (4）会社の対処すべき課題 

 当社の対処すべき課題は以下のとおりであります。 

 ① 輸入商品を含めた売れ筋商品の品揃えと売上高の増強 

 ② 物流業務の省力化・効率化を促進しローコスト物流体制の構築 

 

－  － 
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４．中間財務諸表等 

(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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,425 2,009 1,479 

２．受取手形 ※４ 2,089 1,372 1,620 

３．売掛金  6,769 7,764 7,889 

４．たな卸資産  1,974 1,890 1,950 

５．繰延税金資産  160 165 141 

６．その他  124 203 187 

貸倒引当金  － △1 △1 

流動資産合計   12,543 64.4 13,403 66.1  13,266 65.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1,2   

(1）建物  2,478 2,392 2,433 

(2）土地  2,248 2,248 2,248 

(3）その他  225 261 224 

有形固定資産合計  4,952 4,902 4,905 

２．無形固定資産  13 12 13 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※２ 1,744 1,709 1,786 

(2）その他  272 277 279 

貸倒引当金  △40 △30 △46 

投資その他の資産
合計 

 1,976 1,956 2,020 

固定資産合計   6,941 35.6 6,872 33.9  6,939 34.3

資産合計   19,485 100.0 20,276 100.0  20,206 100.0

    

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

  
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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※４ 1,427 1,605 1,274 

２．買掛金  3,452 3,865 3,769 

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 299 299 299 

４．未払法人税等  298 341 376 

５．未払消費税等 ※３ 47 36 57 

６．賞与引当金  227 235 177 

７．その他  420 422 534 

流動負債合計   6,174 31.7 6,807 33.6  6,490 32.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 450 150 300 

２．退職給付引当金  196 192 190 

３．役員退職慰労引当
金 

 280 308 298 

４．繰延税金負債  59 9 81 

５．その他  1 1 1 

固定負債合計   989 5.1 663 3.2  872 4.3

負債合計   7,163 36.8 7,470 36.8  7,363 36.4

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

  
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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   1,706 8.8 1,706 8.4  1,706 8.5

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  1,269 1,269 1,269 

(2）その他資本剰余
金 

 0 0 0 

 資本剰余金合計   1,269 6.5 1,269 6.3  1,269 6.3

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  302 302 302 

(2）その他利益剰余
金 

   

  別途積立金  6,300 6,300 6,300 

  繰越利益剰余金  2,150 2,729 2,654 

 利益剰余金合計   8,753 44.9 9,332 46.0  9,257 45.8

４．自己株式   △12 △0.1 △12 △0.0  △12 △0.1

 株主資本合計   11,715 60.1 12,294 60.7  12,219 60.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  604 3.1 509 2.5  622 3.1

２．繰延ヘッジ損益   1 0.0 0 0.0  0 0.0

評価・換算差額等合
計 

  606 3.1 510 2.5  623 3.1

純資産合計   12,321 63.2 12,805 63.2  12,842 63.6

負債純資産合計   19,485 100.0 20,276 100.0  20,206 100.0

    

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

(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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   17,893 100.0 18,614 100.0  36,700 100.0

Ⅱ 売上原価   14,538 81.2 15,155 81.4  29,730 81.0

売上総利益   3,355 18.8 3,459 18.6  6,970 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  2,979 16.7 3,066 16.5  6,042 16.5

営業利益   376 2.1 392 2.1  927 2.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  352 2.0 356 1.9  716 2.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  9 0.1 8 0.0  19 0.1

経常利益   719 4.0 741 4.0  1,624 4.4

Ⅵ 特別利益 ※３  6 0.1 16 0.0  0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  0 0.0 7 0.0  2 0.0

税引前中間(当期)
純利益 

  725 4.1 750 4.0  1,622 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

 287 330 651 

法人税等調整額  30 318 1.8 △18 311 1.6 59 710 1.9

中間(当期)純利益   407 2.3 438 2.4  911 2.5

    

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

(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 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本 
準備金 

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金 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） 

1,706 1,269 － 1,269 302 6,300 2,065 8,668 △12 11,631

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）  △322 △322  △322

中間純利益  407 407  407

自己株式の取得   △0 △0

自己株式の処分  0 0  0 0

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

   －

中間会計期間中の変動額 
合計      （百万円） 

－ － 0 0 － － 84 84 △0 84

平成18年９月30日  残高 
（百万円） 

1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,150 8,753 △12 11,715

 

 

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） 

724 － 724 12,355   

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）  △322   

中間純利益  407   

自己株式の取得  △0   

自己株式の処分  0   

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△120 1 △118 △118   

中間会計期間中の変動額 
合計      （百万円） 

△120 1 △118 △34   

平成18年９月30日  残高 
（百万円） 

604 1 606 12,321   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

   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 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本 
準備金 

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金 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） 

1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,654 9,257 △12 12,219

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △363 △363  △363

中間純利益  438 438  438

自己株式の取得   △0 △0

自己株式の処分    －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

   －

中間会計期間中の変動額 
合計      （百万円） 

－ － － － － － 75 75 △0 75

平成19年９月30日  残高 
（百万円） 

1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,729 9,332 △12 12,294

 

 

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） 

622 0 623 12,842   

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △363   

中間純利益  438   

自己株式の取得  △0   

自己株式の処分  －   

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△112 0 △112 △112   

中間会計期間中の変動額 
合計      （百万円） 

△112 0 △112 △37   

平成19年９月30日  残高 
（百万円） 

509 0 510 12,805   

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

   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 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本 
準備金 

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金 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） 

1,706 1,269 － 1,269 302 6,300 2,065 8,668 △12 11,631

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）  △322 △322  △322

当期純利益  911 911  911

自己株式の取得   △0 △0

自己株式の処分  0 0  0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

   －

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 0 0 － － 588 588 △0 588

平成19年３月31日  残高 
（百万円） 

1,706 1,269 0 1,269 302 6,300 2,654 9,257 △12 12,219

 

 

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） 

724 － 724 12,355   

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）  △322   

当期純利益  911   

自己株式の取得  △0   

自己株式の処分  0   

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

△101 0 △101 △101   

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△101 0 △101 487   

平成19年３月31日  残高 
（百万円） 

622 0 623 12,842   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

(4）キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
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 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 725 750 1,622 

減価償却費  78 85 157 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 △6 △15 0 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 20 57 △28 

役員賞与引当金の増
加額（△減少額） 

 △31 △37 5 

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

 △6 2 △12 

役員退職慰労引当金
の増加額 

 16 10 34 

受取利息及び受取配
当金 

 △12 △13 △20 

支払利息  8 7 17 

有形固定資産売却益  － △0 － 

有形固定資産除却損  0 7 2 

投資有価証券売却益  － △0 △0 

投資有価証券評価損  － － 0 

売上債権の減少額
（△増加額） 

 △152 372 △802 

たな卸資産の減少額  284 60 308 

仕入債務の増加額  202 427 365 

未払消費税等の減少
額 

 △67 △21 △57 

その他の資産の増加
額 

 △2 △16 △73 

その他の負債の減少
額 

 △98 △70 △27 

その他の減少額  △1 △0 △0 

小計  957 1,605 1,489 

利息及び配当金の受
取額 

 12 13 20 

利息の支払額  △7 △7 △16 

法人税等の支払額  △419 △364 △706 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 542 1,246 786 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

  
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）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
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 

    

有形固定資産の取得
による支出 

 △75 △94 △104 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 2 － 

投資有価証券の取得
による支出 

 △12 △113 △23 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 0 0 

貸付金の実行による
支出 

 － △3 △8 

貸付金の回収による
収入 

 4 5 10 

保証金の支払による
支出 

 △0 － △12 

保証金の解約による
収入 

 1 0 16 

その他の増減額  － － 0 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △81 △203 △122 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

長期借入金の返済に
よる支出 

 △149 △149 △299 

自己株式の売却によ
る収入 

 0 － 0 

自己株式の取得によ
る支出 

 △0 △0 △0 

配当金の支払額  △322 △363 △322 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △472 △513 △623 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △12 530 40 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,438 1,479 1,438 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 1,425 2,009 1,479 

     

 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評

価方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 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に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

同左 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 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 (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 ・商品 同左 同左 

 月次移動平均法による原価

法 

  

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の

方法  定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

同左 同左 

 建物    ３年～65年 

車両運搬具 ２年～６年 

  

 ────── （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。 

 これによる影響は軽微であ

ります。 

 

 ────── （追加情報） ────── 

   法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これによる影響は軽微であ

ります。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用

可能期間（５年）による定額

法を採用しております。 

同左 同左 

 

－  － 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

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） 

３．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 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては、貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上し

ております。 

同左  従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の当

期負担額を計上しておりま

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備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

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 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当

中間会計期間末要支給額を計

上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

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）役員賞与引当金 (5）役員賞与引当金 (5）役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担す

べき支給見込額を計上してお

ります。 

 なお、役員賞与の金額は、

事業年度の業績等に基づき算

定されることとなっており、

中間会計期間において、支給

見込額を合理的に見積ること

が困難であるため、費用処理

しておりません。  

同左  役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上してお

ります。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が、借主に

移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

 

－  － 16

 

 



中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

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．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

ります。また、為替変動リス

クのヘッジについて振当ての

要件を充たしている場合には

振当処理を採用しておりま

す。 

同左 

 

同左 

 (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 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  為替予約取引 同左 同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  輸出入に関わる外貨建債

権、債務及び外貨建予定取引

同左 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  外貨建輸出入取引に関わる

将来の外国為替相場変動リス

クを回避して、外貨建債権債

務の円貨によるキャッシュ・

フローを固定化することを目

的として、原則実需の範囲内

で為替予約を行っておりま

す。 

同左 同左 

 (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 

  ヘッジ手段とヘッジ対象の

相場変動割合の相関関係を求

めることにより、その有効性

を判定しております。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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は、税抜方

式によっております。 

同左 同左 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は12,320百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は12,842百万円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

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．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額

1,751百万円 1,861百万円 1,812百万円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

(1）借入金等に対する担保提供

資産 

(1）借入金等に対する担保提供

資産 

(1）借入金等に対する担保提供

資産 
 

建物 643百万円 

土地 594 

計 1,237 
  

 
建物 632百万円

土地 594 

計 1,226 
  

 
建物 636百万円

土地 594 

計 1,230 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

１年内返済
予定の長期
借入金 

199百万円 

長期借入金 300 

計 500 
  

 
１年内返済
予定の長期
借入金 

199百万円

長期借入金 100 

計 300 
  

 
１年内返済
予定の長期
借入金 

199百万円

長期借入金 200 

計 400 
  

(2）営業保証金として担保に供

されている資産 

(2）営業保証金として担保に供

されている資産 

(2）営業保証金として担保に供

されている資産 
 

投資有価証
券 

99百万円 

  

 
投資有価証
券 

100百万円

  

 
投資有価証
券 

127百万円

  
※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．  ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、未払消費税等

として表示しております。 

同左  

※４．中間期末日満期手形 ※４．中間期末日満期手形 ※４．期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。 

受取手形 237百万円 

支払手形  148 

  

 中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。 

受取手形 114百万円

支払手形  211 

  

 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

決済処理しております。なお、

当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 119百万円

支払手形  92 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

（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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
 

受取利息 0百万円 

仕入割引 294 
  

 
受取利息 0百万円

仕入割引 304 
  

 
受取利息 0百万円

仕入割引 602 
  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
 

支払利息 8百万円 
  

 
支払利息 7百万円

  

 
支払利息 17百万円

  
※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
 

貸倒引当金戻
入益 

6百万円 

  

 
貸倒引当金戻
入益 

15百万円

  

 
投資有価証券
売却益 

0百万円

  
※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
 

固定資産除却損 0百万円 
  

 
固定資産除却損 7百万円

  

 
固定資産除却損 2百万円

投資有価証券評
価損 

0 

  
 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 77百万円 
  

 
有形固定資産 84百万円

  

 
有形固定資産 155百万円

  
 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 前事業年度末 

 株式数（株） 

 当中間会計期間 

 増加株式数（株） 

 当中間会計期間 

 減少株式数（株） 

 当中間会計期間末 

 株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 20,214,480 － － 20,214,480 

合計 20,214,480 － － 20,214,480 

自己株式     

普通株式 30,639 301 158 30,782 

合計 30,639 301 158 30,782 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加301株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

          ２．普通株式の自己株式の株式数の減少158株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 

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 

（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 322 16.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

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

  該当事項はありません。 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 前事業年度末 

 株式数（株） 

 当中間会計期間 

 増加株式数（株） 

 当中間会計期間 

 減少株式数（株） 

 当中間会計期間末 

 株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 20,214,480 － － 20,214,480 

合計 20,214,480 － － 20,214,480 

自己株式     

普通株式 31,324 116 － 31,440 

合計 31,324 116 － 31,440 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加116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 

（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５月９日 

取締役会 
普通株式 363 18.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

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

  該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 前事業年度末 

 株式数（株） 

 当事業年度増加 

 株式数（株） 

 当事業年度減少 

 株式数（株） 

 当事業年度末 

 株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 20,214,480 － － 20,214,480 

合計 20,214,480 － － 20,214,480 

自己株式     

普通株式 30,639 843 158 31,324 

合計 30,639 843 158 31,324 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加843株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

          ２．普通株式の自己株式の株式数の減少158株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 

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 

（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 322 16.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（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５月９日 

取締役会 
普通株式 363 利益剰余金 18.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 

（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）
 

現金及び預金勘定 1,425百万円 

現金及び現金同等
物 

1,425 

  

 
現金及び預金勘定 2,009百万円

現金及び現金同等
物 

2,009 

  

 
現金及び預金勘定 1,479百万円

現金及び現金同等
物 

1,479 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

（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） 

 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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

 （百万円） 

中間期末
残高 
相当額 

器具及
び備品 

115 51 64 

車輌運
搬具 

3 2 0 

ソフト
ウエア 

22 7 14 

合計 141 61 79 

  

 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 
（百万円）

中間期末
残高 
相当額 
（百万円）

器具及
び備品 

115 73 41

車輌運
搬具 

－ － －

ソフト
ウエア 

22 12 10

合計 137 86 51

  

 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

 
（百万円）

期末残高
相当額 

器具及
び備品

115 62 52

車輌運
搬具 

3 3 －

ソフト
ウエア

22 10 12

合計 141 75 65

  
（注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

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

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 27百万円 

１年超 51 

合計 79 
  

 
１年内 26百万円

１年超 24 

合計 51 
  

 
１年内 27百万円

１年超 38 

合計 65 
  

（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

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 （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

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 
 

(1）支払リース料 14百万円 

(2）減価償却費相当額  14 
  

 
(1）支払リース料 13百万円

(2）減価償却費相当額  13 
  

 
(1）支払リース料 28百万円

(2）減価償却費相当額  28 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（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 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 669 1,687 1,018 

合計 669 1,687 1,018 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

当中間会計期間末（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 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 793 1,652 858 

合計 793 1,652 858 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 

 

前事業年度末（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 

 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 680 1,729 1,049 

合計 680 1,729 1,049 

（注）当事業年度末において、その他有価証券で時価のあるものについて0百万円減損処理を行っており

ます。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等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 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 53 

(2）その他有価証券  

非上場株式 4 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いておりますので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いておりますので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いておりますので、該当事項はありません。 

 

（持分法投資損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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中山福株式会社 （７４４２） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 610.49円 

１株当たり中間純利益金
額 

20.19円 

  

 

１株当たり純資産額 634.48円

１株当たり中間純利益金
額 

21.74円

  

 

１株当たり純資産額 636.32円

１株当たり当期純利益金
額 

45.16円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 407 438 911 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 407 438 911 

期中平均株式数（千株） 20,183 20,183 20,183 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 
５．生産・受注及び販売の状況 

   品目別比較売上高明細 

（単位:百万円）

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

期別 

 

 

 金 額 
構成比 

（％） 
金 額 

構成比 

（％） 
金 額 

構成比 

（％） 

ダ イ ニ ン グ 用 品 4,589 25.6 4,925 26.5 8,744 23.8 

キ ッ チ ン 用 品 6,398 35.8 6,745 36.2 14,638 39.9 

サ ニ タ リ ー 用 品 2,947 16.5 2,981 16.0 5,984 16.3  

収 納 用 品 2,307 12.9 2,255 12.1 4,668 12.7 

シーズン用品 他 1,651 9.2 1,706 9.2 2,665  7.3  

合   計 17,893 100.0  18,614 100.0  36,700  100.0  

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

以上 
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