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上 場 会 社 名 パブリック株式会社         上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ７８３０              ＵＲＬ http://www.public-grp.com/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長（氏名）大嶋秀紀 
問合せ先責任者（役職名）取締役管理部長（氏名）木下 浩     ＴＥＬ(052)-653-3721 
半期報告書提出予定日  平成19年12月21日         配当支払開始予定日  平成19年12月10日 

（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   ％ 

4,130 △3.6 
4,285  14.7 

百万円   ％

257  26.2 
203    6.7 

百万円   ％

265  13.9 
232 △16.0 

百万円   ％

141   9.0 
129 △15.7 

19年３月期 8,862   ― 419   ― 472   ― 239   ― 
 
 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 

35   64 
32   69 

円 銭

―   ― 
―   ― 

  

19年３月期 60   44 ―   ―   

(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月中間期 ―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 

8,551 
8,314    

百万円 

4,206 
4,010 

％

49.2 
48.2 

円 銭

1,061   56 
1,011   86 

19年３月期 8,833    4,090 46.3 1,032   24 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 4,206百万円 18年９月中間期 4,010百万円 19年３月期 4,090百万円 
 
（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 

170 
372    

百万円 

△95 
△200    

百万円

17 
△86    

百万円

836 
695    

19年３月期 649   △409   △104   744   
 
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 

5   00 
円 銭 

5   00
円 銭

10   00
20年３月期 5   00 
20年３月期（予想）  5   00

10   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
 

通  期 
百万円   ％ 

9,082   2.5  
百万円   ％ 

565  35.0 
百万円   ％

578  22.4 
百万円   ％

312  30.4 
円 銭

  78  82 
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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 3,964,580株 18年９月中間期 3,964,580株  

19年３月期 3,964,580株 
② 期末自己株式数 19年９月中間期 1,550株 18年９月中間期 1,550株 19年３月期 1,550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、30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   ％ 

4,020 △3.0 
4,145  14.6 

百万円   ％

222   33.3 
166  △5.7 

百万円   ％

257   15.9 
222 △24.3 

百万円   ％

145   14.7 
126 △16.5 

19年３月期 8,591   ― 331   ― 438   ― 228   ― 
 

 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 

36   63 
31   94 

   

19年３月期 57   57    

 
（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 

7,774 
8,017    

百万円 

4,107 
3,914 

％

52.8 
48.8 

円 銭

1,036   33 
987   75 

19年３月期 8,771    3,986 45.5 1,006   02 
(参考) 自己資本 19年９月中間期 4,107百万円 18年９月中間期 3,914百万円 19年３月期 3,986百万円 
 
（３）平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益
 

通  期 
百万円   ％ 

8,798   2.4  
百万円   ％ 

461  39.1 
百万円   ％

512  16.9 
百万円   ％

281  23.5 
円 銭

  71  09 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、
今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間における我が国の経済は、一部に弱さも見られましたが、輸送用機械・資源

関連等で大幅な改善が見られ、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。輸出はアジア、ア

メリカ向けを中心に緩やかながら増加し、雇用は一部に厳しさが残りましたが着実な改善が見られ、

個人消費も概ね横ばいで推移しました。 

このような状況のもと、当社企業グループは平成19年１月に発刊した総合カタログ「ＣＲＥＳ

（クレス）ＶＯＬ.１２」の市場へのＰＲ及びその浸透に積極的に取り組みました。開発コンセプト

である「上質なスタンダード」をキーワードに、お客様の多様なご要望にきめ細かく、スピーディ

ーに対応することに注力し、顧客満足の向上に努めました。 

関西地区初のショールームとして大阪市中央区本町に「ＰＩＣ ＯＳＡＫＡ」を平成19年８月末

に開設しました。「ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ」（東京・青山）、「ＰＩＣ ＮＡＧＯＹＡ」（名古屋

市）と同様に、当社製品を直接手に触れて頂き、当社製品のデザイン性やクオリティの高さを実感

頂けるパブリック・インフォメーション・センターとして開設し、ショールームオープン記念とし

て特別展示会を開催し、当社製品のＰＲに努めました。 

また、平成19年８月にはＩＳＯ１４００１認証を取得し、環境に対する取り組みを図ると共に、

ＩＳＯ９００１を柱にした改善活動も継続的に推進し、品質の安定・向上に努めて参りました。 

この結果、売上高は4,130百万円と前年同期に比べ3.6％の減収となりましたが、利益面では生産

性の向上等のコスト削減活動とカタログ発刊時における製品価格の改定効果等もあり、営業利益は

257百万円（前年同期比26.2％増）、経常利益は265百万円（前年同期比13.9％増）、中間純利益は

141百万円（前年同期比9.0％増）と、いずれも順調に推移しました。 

第３四半期以降の経済見通しにつきましては、企業部門の好調持続が家計部門に波及し、内需に

支えられた景気が持続することが期待されますが、一方では、原油価格等の主要原材料の高騰が内

外経済に及ぼす影響も大いに懸念され、かつ、サブプライムローン問題が金融資本市場に及ぼして

いる不透明感等もあり、内外の経済動向には、引き続き十分留意していく必要があると思われます。 

こうしたなか、当社企業グループは引き続き顧客満足度の向上を目指し、①品質向上、②原価改

善、③人材育成の取り組みに重点を置き、高級家具を取り扱う国産オリジナルブランドとしての新

ブランド「ａｒｔｉ（アルティ）」を立ち上げ、新たに販売子会社としてアルティ株式会社を平成

19年10月に設立し、平成19年12月には当ブランド専用のショールームを東京都港区南麻布に開設し

ます。また、「ＣＲＥＳ（クレス）」ブランド専用のショールーム「ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ」（東

京・青山）、「ＰＩＣ ＮＡＧＯＹＡ」（名古屋市）、「ＰＩＣ ＯＳＡＫＡ」（大阪・本町）で

の展示会開催等、新しい市場と顧客の獲得、生産性の向上、積極的な提案活動の展開等に取り組み、

業績向上と財務内容の健全化を図って参ります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の資産につきましては、合計8,551百万円となり、前連結会計年度末の

8,833百万円から281百万円の減少となりました。流動資産につきましては5,135百万円となり、前
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連結会計年度末の5,420百万円から284百万円の減少となりました。これは主としてたな卸資産が

180百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が543百万円減少したことによるものであります。

固定資産につきましては3,416百万円となり、前連結会計年度末の3,413百万円から2百万円の増加

となりました。これは主として有形固定資産が6百万円増加したことによるものであります。 

負債につきましては、合計4,344百万円となり、前連結会計年度末の4,742百万円から398百万円

の減少となりました。流動負債につきましては3,187百万円となり、前連結会計年度末の3,769百

万円から581百万円の減少となりました。これは主として支払手形及び買掛金が432百万円減少し

たこと、及び一年以内返済予定の長期借入金が106百万円減少したことによるものであります。固

定負債につきましては1,156百万円となり、前連結会計年度末の973百万円から183百万円の増加と

なりました。これは主として長期借入金が181百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、合計4,206百万円となり、前連結会計年度末の4,090百万円から116百万

円の増加となりました。これは当期純利益を141百万円計上したことによるものであります。自己

資本比率は49.2％と前連結会計年度末の46.3％から2.9ポイントの増加となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び

財務活動で得られた資金が投資活動による使用資金を上回りました。この結果、当中間連結会計

期間末の資金は836百万円となり、前中間連結会計期間末の695百万円から141百万円（20.3％）増

加となりました。 

当中間連結会計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、170百万円（前年同期比54.2％減）となりました。その主な内訳

は、収入要因として税金等調整前中間純利益262百万円が計上されたこと及び売上債権の減少額

543百万円、支出要因としてたな卸資産の増加額180百万円、仕入債務の減少額415百万円及び未

払費用の減少額104百万円が計上されたことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、95百万円（前年同期比52.5％減）となりました。その主な

内訳は、有形固定資産の取得による支出73百万円及び保証金の差入による支出30百万円であり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、17百万円（前年同期は86百万円の支出）となりました。そ

の主な内訳は、収入要因として長期借入れによる収入390百万円、支出要因として長期借入金の

返済による支出315百万円であります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対して継続的な安定配当の実施を経営の重要課題と位置付けております。 

長期的な経営基盤の確保に努め、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、さらには配当



ファイル名:01-経営成績.doc 更新日時:11/8/2007 7:47:00 PM 印刷日時:07/11/08 19:47 
 

パブリック株式会社（7830）平成20年3月期 中間決算短信 

― 5 ― 

性向などを総合的に勘案して配当政策を決定しております。 

このような方針に基づき平成20年３月期におきましては、１株当たり10円とさせていただく予定

であります。 

また、内部留保資金については、経営基盤の強化ならびに今後の事業展開に充当する予定であり

ます。 

 

（４）事業等のリスク 

当社企業グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者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 事業環境の変化について 

当社企業グループは、椅子及びテーブルを中心とした業務用家具を製造し、主に国内の販売

代理店向けに販売しております。従って、国内の景気の後退及びそれに伴う需要の減少、また

は消費動向に影響を与える不測の事態等が発生した場合には、当社企業グループの業績に影響

を与える可能性があります。また、家具市場は、輸入品の取扱いが増加する等近年競争が激化

する方向にあり、当社が市場のニーズに合致する製品を提供できなくなった場合には、当社企

業グループの業績に影響を与える可能性があります。また、原油価格の高騰等、当社企業グル

ープの購入する原材料価格に極端な変動がある場合には、当社企業グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

 

② 為替相場の変動による影響について 

当社企業グループは現在、原材料の一部を海外から、米ドル建をはじめとする外貨建で仕入

れております。そのため、為替相場の変動に伴う原価計上額の変動、あるいは原価計上時と海

外仕入先への支払時期との為替相場の変動により為替差損益が生じる場合があります。 

従って、予期せぬ為替変動に見舞われた場合には、当社企業グループの業績に影響を与える

可能性があります。 

 

③ デリバティブ取引について 

当社企業グループは為替相場の変動によるリスクを軽減するために、通貨スワップ取引を行

っております。この取引はデリバティブ取引に該当し、時価評価の対象となっており、平成18

年９月中間期には27,783千円の通貨スワップ利益、平成19年３月期には55,660千円の通貨スワ

ップ利益、平成19年９月中間期には19,191千円の通貨スワップ利益を計上しております。この

取引の契約満了は平成24年12月となっておりますので、今後、予期せぬ為替レートの変動、日

米金利差等が生じた場合には、通貨スワップ損益の計上により、当社企業グループの業績及び

財務状況に影響を与える可能性があります。 
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④ 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社との取引について 

当社企業グループと、当社の役員及びその近親者（役員及びその近親者が議決権の過半数を

所有する会社を含む）が議決権の過半数を所有するシンコー株式会社との間に次のような取引

があります。 

（第31期 平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） 

（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

当社製品の
販売 

282,663
受取手形
及び売掛
金 

189,135

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

シンコー
株式会社 

名古屋
市中川
区 

104,000 卸売業 － 兼任1名 － 

同 社 商 品
（原材料）
の購入 

156,342
支払手形
及び買掛
金 

162,404

（注）１．当社製品の販売は子会社のクイン株式会社を通して販売しており、同社商品（原材料）の

購入は子会社の福川ソーイン株式会社を通して購入しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売及び同社商品（原材料）の購入については、他の取引先と同様の条件によ

っております。 

４．当社取締役会長大嶋紀元はシンコー株式会社の取締役会長を兼任しております。 
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２．企業集団の状況 

当社企業グループは、各種レストラン、飲食店、喫茶店及びスナック・クラブ等の飲食店舗、ホテ

ル、旅館等の宿泊施設、病院、高齢者福祉施設、大学、官庁等の各種施設で使用される椅子及びテー

ブルの業務用家具専門メーカーであります。 

製品の企画開発につきましては、全て自社内でデザイン設計を行い、木製・パイプ・籐椅子をはじ

め、ソファー・ロビーチェア等の椅子やテーブル等を自社オリジナルブランド「ＣＲＥＳ」（クレ

ス）にて展開しております。なお、総合カタログを１年半ごとに定期発刊しております。 

当社企業グループは、総合カタログにラインナップする製品全般について、オリジナル製品システ

ム「フリーセレクトシステム方式」を採用しております。これは、オーダーメイド感覚で各種部材や

仕上げが自由にセレクトできるシステムであり、椅子につきましては張地・フレーム色・サイズのバ

リエーションが、テーブルにつきましては甲板・サイズ・形・色のバリエーションが選べます。 

また、当社企業グループではプランニング専門のスタッフによる製品選定やレイアウトプラン等の

提案を行っており、ショールーム「ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ」（東京・青山）、「ＰＩＣ ＮＡＧＯＹ

Ａ」（名古屋）において、製品の展示及び紹介等を行っておりますが、平成19年８月には、関西地区

初のショールームとして「ＰＩＣ ＯＳＡＫＡ」（大阪）を開設しました。 

販売につきましては、全国の販売代理店を経由し、エンドユーザーに製品を供給しております。ま

た、愛知県地区での業務用家具の販売は、クイン株式会社（連結子会社）が担当しております。生産

につきましては、当社が国内外から調達・在庫した製品の部材をもって、パブリック東員工場株式会

社（連結子会社）において、椅子の張加工工程の他、塗装・木工工程を備え、椅子・テーブルを製造

しております。また、当社企業グループの技術指導や品質管理のもとに椅子の外注生産を行っており

ます。福川ソーイン株式会社（連結子会社）では、生産ラインの工程である自動裁断機による裁断工

程の他、縫製工程を行い、十四山ソーイン株式会社（連結子会社）では、主に業務用家具の張加工工

程の製造全般を行っております。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更

がないため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

 

製品

販 売 代 理 店 

製品

エ ン ド ユ ー ザ ー 

製品 製品 

外注加工委託 外注加工委託 

外注加工委託 

製品 

（連結子会社）クイン株式会社 

当 社 

（連結子会社）十四山ソーイン株式会社 

（連結子会社）パブリック東員工場株式会社 

（連結子会社）福川ソーイン株式会社 

≪当社企業グループ≫ 

（注）連結子会社であるクイン株式会社は、愛知県内における当社製品の販売を行う販売子会社であります。 
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３．経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社企業グループの経営理念は以下の３点であります。 

「自社ブランド製品の製造、販売」 

「業務用椅子・テーブル業界№１」 

「安定的な収益構造の確立と永続的な成長」 

これらの経営理念を実現すべく、経営方針に「お客様への信頼と満足の提供」及び「安定

的・恒常的な品質供給システムの確立」を設定しております。 

また、環境問題、少子高齢化問題、発展途上国を中心とした人口・食料問題等、企業市民と

して取り組むべき課題は数多くあり、当社企業グループとしても、こうした変化に対応すべく

経営の改善・改革に取り組み、積極的な企業活動を通じて国家社会に貢献するとともに、役職

員一人ひとりが社会から信頼される企業市民を目指していくことが必要だと考えております。 

 

（２） 目標とする経営指標 

当社企業グループは、経営指標として総資産利益率（ＲＯＡ）や株主資本利益率（ＲＯＥ）、

売上高経常利益率に着目しており、業績向上と財務内容の健全化を図って参ります。 

 

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

当社企業グループは創業来の経営理念に基づき、業務用椅子・テーブルに特化したオンリー

ワン企業として、業界ナンバーワン企業を目指し、以下の事業展開方針の下、事業の発展・成

長に努めて参ります。 

① 企画開発力の充実 

自社内にデザイナーを擁し、機能性・耐久性を基本に、より快適な、人に優しいオ

リジナル性の高い製品の開発活動を促進し、自社ブランド「ＣＲＥＳ（クレス）」の

総合カタログを１年半毎に定期発刊します。環境との共生を実現するための生産シス

テム「ＰＣＯＳＥ（ピコス）」の拡大を通して、ロングライフ・リサイクル・セーブ

を基本とする、人にやさしい、環境にやさしい、業務用椅子・テーブルを世に送り出

します。 

② 生産体制の強化 

世界中から安定した品質でコストパフォーマンスに優れた部材を調達・ストックし

ます。多品種・小ロット・短納期対応を基本に、100％受注生産体制を確立します。ま

たＩＳＯ９００１を推進し、徹底した自社工場での品質管理を行うことで付加価値の

高い製品を作り出します。 

③ 販売力の強化 

販売代理店制度の下、業務用家具業界の全てを網羅する独自の販売チャネルを構築

し、お客様とのコミュニケーションスペースとしてのショールーム（東京、大阪、名

古屋）を活用した、より一層の販売促進活動を推進します。オーダーメイド感覚で各

種部材仕上げを自由にセレクト可能にした当社オリジナル製品システム「フリーセレ
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クトシステム」により、お客様の多様なご要望にお応えします。 

④ 財務体質の強化 

当社企業グループ全体の管理体制の一層の効率化を図り、いかなる状況下であって

も安定的な収益を生み出すよう努めます。 

 

（注）「ＰＣＯＳＥ（ピコス）」とは、環境との共生を実現するためのシステムで、人にや

さしい、環境にやさしいモノつくりの新たなスタンダード構築を目指し、ロングライ

フ・リサイクル・セーブを基本にする生産システムであります。 

 

（４） 会社の対処すべき課題 

当社企業グループは、ますます変化するライフスタイル、多様化するエンドユーザーのニー

ズに柔軟にお応えし、顧客満足度の向上を図るため、以下諸課題に重点的に取り組んで参りま

す。 

① 品質向上 

販売価格競争が益々激化する中、市場の品質に対する要求は、一段と高まりつつあ

ります。こうした環境下、品質の向上は企業の大切な経営基盤と位置づけ、諸施策に

取り組んで参ります。市場から要求される品質は、製品の良し悪しに加え、納期対

応・クレーム対応等、お客様への対応力も含めます。東員工場・調達部門等、関連部

門を中心に生産管理能力を高めて、製品の品質はもとより、企業としての総合的品質

の向上にも取り組んで参ります。品質面で問題が発生した場合には、お客様の窓口で

ある営業部門による迅速かつ正確な情報の伝達を関連部門に行い、社内関係部門に周

知徹底せしめ、必要に応じての情報開示を含め、お客様への適切な対応を図って参り

ます。 

② 原価改善 

アジアを始めとする新興諸国のエネルギー需要と資源需要の高まりが、70年代のオ

イルショック以来の原油高とその誘導品の高騰を招き、加えて予測困難な為替相場の

変動等により、当社企業グループは、原材料費等の原価面で大幅な負担が掛かること

が予測され、今後とも起こり得るこうした原価面における変動要因を少しでも吸収し、

諸原価の改善を図っていくことは、当社企業グループのリスク・マネジメント上の重

要な取り組み課題と位置付け、諸施策を推進して参ります。具体的には、調達能力と

生産能力の向上が減価改善の要諦と位置付け、国内外を問わず、安くて品質の安定し

た諸原材料の調達を目指して参ります。そしてこの基本方針を当社企業グループ全体

に周知徹底せしめ、異業種・異業界を含めて調達先の拡大に努めて参ります。さらに

生産量の拡大と納期短縮に努め、コストパフォーマンスのより高い生産体制の実現を

目指して参ります。また、非生産部門においても過去の習慣や既成観念に囚われず、

顧客満足の向上を目指した業務改革・改善を積極的に推進して参ります。 

③ 人材育成 

品質や原価の安定を図るために、設備投資・マニュアル策定・システム構築等を積
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極的に推進して参りますが、これら諸施策が充分に機能するかどうかは、それを運用

する人材に拠るところが大であります。役職員一人ひとりの質の向上が企業の質を向

上させ、お客様に満足頂ける対応を生み出し、顧客満足と信頼の拡大に繋がるものと

考えております。役職員に対する教育・研修活動等を一層積極的に推進し、優秀な人

材の育成・確保に注力して参る所存です。 

（５） 内部管理体制の整備・運用状況事項 

有価証券報告書（平成19年６月28日提出）及び有価証券報告書の訂正報告書（平成19年10月

18日提出）のコーポレートガバナンスの状況で記載しております。また、コーポレートガバナ

ンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載

しているため開示を省略しております。 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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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(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２  733,216 874,271 781,893

２ 受取手形及び売掛金 ※４  3,183,254 2,878,645 3,422,264

３ たな卸資産   983,577 1,190,853 1,009,913

４ その他   142,043 191,419 206,003

流動資産合計   5,042,092 60.6 5,135,190 60.0 5,420,074 61.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築物 ※２  780,972 1,002,476 1,020,089

(2) 土地 ※２  1,004,755 1,004,755 1,004,755

(3) その他   236,001 161,401 137,137

有形固定資産合計   2,021,729 2,168,633 2,161,982

２ 無形固定資産   11,784 8,886 10,239

３ 投資その他の資産   

(1) 投資不動産 ※1,2  831,317 822,069 826,786

(2) その他   413,310 425,601 423,257

貸倒引当金   △5,337 △8,952 △8,952

投資その他の資産 
合計 

  1,239,290 1,238,718 1,241,092

固定資産合計   3,272,804 39.4 3,416,238 40.0 3,413,314 38.6

資産合計   8,314,896 100.0 8,551,429 100.0 8,833,389 100.0
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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(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※４  2,085,866 2,013,865 2,446,551

２ 短期借入金 ※２  306,000 465,010 502,000

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  488,806 263,963 370,879

４ 賞与引当金   24,189 24,778 6,376

５ 役員賞与引当金   2,500 2,500 5,000

６ その他   354,068 417,331 438,449

流動負債合計   3,261,430 39.3 3,187,448 37.3 3,769,255 42.7

Ⅱ 固定負債   

１ 社債   600,000 600,000 600,000

２ 長期借入金 ※２  313,843 418,670 237,608

３ 退職給付引当金   65,647 68,234 64,557

４ 役員退職慰労引当金   53,280 60,768 60,768

５ その他   10,649 9,313 10,390

固定負債合計   1,043,419 12.5 1,156,986 13.5 973,324 11.0

負債合計   4,304,849 51.8 4,344,434 50.8 4,742,579 53.7

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金   391,666 4.7 391,666 4.6 391,666 4.4

２ 資本剰余金   374,686 4.5 374,686 4.4 374,686 4.3

３ 利益剰余金   3,206,122 38.6 3,417,692 39.9 3,296,258 37.3

４ 自己株式   △1,594 △0.0 △1,594 △0.0 △1,594 △0.0

株主資本合計   3,970,879 47.8 4,182,449 48.9 4,061,016 46.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

  39,166 0.4 24,545 0.3 29,793 0.3

評価・換算差額等 
合計 

  39,166 0.4 24,545 0.3 29,793 0.3

純資産合計   4,010,046 48.2 4,206,995 49.2 4,090,809 46.3

負債純資産合計   8,314,896 100.0 8,551,429 100.0 8,833,389 100.0
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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(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,285,327 100.0 4,130,622 100.0 8,862,638 100.0

Ⅱ 売上原価   3,246,897 75.8 2,992,937 72.5 6,723,107 75.9

売上総利益   1,038,430 24.2 1,137,685 27.5 2,139,531 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  834,669 19.5 880,469 21.3 1,720,417 19.4

営業利益   203,760 4.7 257,215 6.2 419,113 4.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  399 572 943

２ 受取配当金  918 1,164 1,039

３ 受取賃貸料  18,717 18,385 37,265

４ 通貨スワップ利益  27,783 19,191 55,660

５ その他  6,528 54,347 1.3 1,129 40,443 1.0 11,190 106,099 1.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  7,990 11,488 17,666

２ 手形売却損  1,016 1,571 2,037

３ 売上割引  10,351 12,202 20,931

４ 減価償却費  4,534 4,716 9,064

５ 為替差損  605 419 1,213

６ その他  807 25,305 0.6 1,992 32,391 0.8 1,780 52,694 0.6

経常利益   232,802 5.4 265,266 6.4 472,519 5.3

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  179 － －

２ 役員賞与引当金 
戻入益 

 － 765 －

３ 役員退職慰労引当金 
戻入益 

 1,632 － 864

４ 固定資産売却益 ※２ － 1,811 0.0 2,479 3,244 0.1 － 864 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ 104 － 250

２ 固定資産除却損 ※４ 131 － 16,523

３ 投資有価証券評価損  － 235 0.0 6,289 6,289 0.2 － 16,773 0.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  234,378 5.4 262,221 6.3 456,609 5.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 84,876 132,204 180,731

法人税等調整額  19,924 104,800 2.4 △11,231 120,973 2.9 36,348 217,080 2.5

中間(当期)純利益   129,577 3.0 141,248 3.4 239,529 2.7
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月1日 至平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

 株 主 資 本 評価・換算差額等

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

純資産合計

平成 18年３月 31日 

残高 
391,666 374,686 3,121,135 △875 3,886,611 41,493 3,928,104

中間連結会計期間中

の変動額 
 

前期利益処分によ

る利益配当 
 △39,637 △39,637 △39,637

前期利益処分によ

る役員賞与 
 △4,953 △4,953 △4,953

中間純利益  129,577 129,577 129,577

自己株式の取得  △718 △718 △718

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） 

 △2,326 △2,326

中間連結会計期間中

の変動額合計 
－ － 84,986 △718 84,268 △2,326 81,941

平成 18年９月 30日 

残高 
391,666 374,686 3,206,122 △1,594 3,970,879 39,166 4,010,046

 

 

 

 当中間連結会計期間（自平成19年４月1日 至平成19年９月30日） 

（単位：千円） 

 株 主 資 本 評価・換算差額等

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

純資産合計

平成 19年３月 31日 

残高 
391,666 374,686 3,296,258 △1,594 4,061,016 29,793 4,090,809

中間連結会計期間中

の変動額 
 

剰余金の配当  △19,815 △19,815 △19,815

中間純利益  141,248 141,248 141,248

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） 

 △5,248 △5,248

中間連結会計期間中

の変動額合計 
－ － 121,433 － 121,433 △5,248 116,185

平成 19年９月 30日 

残高 
391,666 374,686 3,417,692 △1,594 4,182,449 24,545 4,206,995
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月1日 至平成19年３月31日） 

 （単位：千円） 

 株 主 資 本 評価・換算差額等

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

純資産合計

平成 18年３月 31日 

残高 
391,666 374,686 3,121,135 △875 3,886,611 41,493 3,928,104

連結会計年度中の変

動額 
 

前期利益処分によ

る利益配当 
 △39,637 △39,637 △39,637

剰余金の配当  △19,815 △19,815 △19,815

前期利益処分によ

る役員賞与 
 △4,953 △4,953 △4,953

当期純利益  239,529 239,529 239,529

自己株式の取得  △718 △718 △718

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の変動額（純

額） 

 △11,699 △11,699

連結会計年度中の変

動額合計 
－ － 175,123 △718 174,404 △11,699 162,704

平成 19年３月 31日 

残高 
391,666 374,686 3,296,258 △1,594 4,061,016 29,793 4,090,809
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（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)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 

 234,378 262,221 456,609

２ 減価償却費  56,454 67,159 125,719

３ 貸倒引当金の増加額 
（△：減少額） 

 △3,333 － 281

４ 退職給付引当金の増加額 
（△：減少額） 

 7,987 3,676 6,898

５ 役員退職慰労引当金の 
増加額（△：減少額） 

 △2,568 － 4,920

６ 賞与引当金の増加額 
（△：減少額） 

 17,340 18,402 △472

７ 役員賞与引当金の増加額 
（△：減少額） 

 2,500 △2,500 5,000

８ 受取利息及び受取配当金  △1,317 △1,736 △1,983

９ 通貨スワップ利益  △27,783 △19,191 △55,660

10 支払利息  7,990 11,488 17,666

11 為替差損益（△：差益）  605 419 1,213

12 固定資産売却益  － △2,479 －

13 固定資産売却損  104 － 250

14 投資有価証券評価損  － 6,289 －

15 固定資産除却損  131 － 16,523

16 売上債権の減少額 
（△：増加額） 

 224,268 543,618 △14,741

17 たな卸資産の減少額 
（△：増加額） 

 △5,594 △180,940 △31,930

18 長期前払費用の減少額 
（△：増加額） 

 157 26,665 △26,507

19 仕入債務の増加額 
（△：減少額） 

 164,815 △415,602 510,668

20 未払費用の増加額 
（△：減少額） 

 △113,270 △104,725 24,001

21 未払消費税等の増加額 
（△：減少額） 

 2,681 22,156 △18,143

22 役員賞与の支払額  △4,953 － △4,953

23 その他  26,090 △3,056 △14,669

小計  586,683 231,865 1,000,691

24 利息及び配当金の受取額  1,293 1,702 1,945

25 利息の支払額  △8,007 △10,599 △17,629

26 法人税等の還付額  3,239 － 3,239

27 法人税等の支払額  △210,664 △52,522 △339,243

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 372,544 170,447 649,003
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 定期預金への預入による 
支出 

 △37,391 △20,522 △52,619

２ 定期預金の払戻による収入  37,387 20,504 52,611

３ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △182,116 △73,559 △395,695

４ 有形固定資産の売却による 
収入 

 13 4,205 64

５ 無形固定資産の取得による 
支出 

 △667 △460 △667

６ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △20,868 △957 △21,773

７ 貸付金の回収による収入  1,190 1,110 2,136

８ 保証金の差入による支出  － △30,850 －

９ その他  2,338 5,522 6,628

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △200,115 △95,007 △409,315

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 
（△：減少額） 

 140,000 △36,990 336,000

２ 長期借入れによる収入  － 390,000 －

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △186,368 △315,854 △380,530

４ 自己株式の取得による 
支出 

 △718 － △718

５ 配当金の支払額  △39,637 △19,815 △59,452

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △86,724 17,340 △104,701

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △605 △419 △1,213

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
（△：減少額） 

 85,099 92,360 133,772

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 610,725 744,497 610,725

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 695,825 836,858 744,497
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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 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

全ての子会社（４社）を

連結の対象としておりま

す。 

 連結子会社４社 

  クイン㈱ 

  パブリック東員工場㈱ 

  福川ソーイン㈱ 

  十四山ソーイン㈱ 

同 左 同 左 

２ 持分法の適用

に関する事項 

非連結子会社及び関連会

社はありません。 

同 左 同 左 

３ 連結子会社の

中 間 決 算 日

（決算日）に

関する事項 

連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致し

ております。 

 

同 左 連結子会社の決算日は連

結決算日と一致しておりま

す。 

 

４ 会計処理基準

に関する事項 

（１）重要な資産

の評価基準

及び評価方

法 

 

 

①有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定） 

（時価のないもの） 

移動平均法による原価

法 

 

 

①有価証券 

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 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

（時価のないもの） 

同 左 

 

 ②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

時価法 

②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

同 左 

②デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務） 

同 左 

 ③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

移動平均法による原価

法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法 

③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

同 左 

 

貯蔵品 

同 左 

 

③たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕

掛品 

同 左 

 

貯蔵品 

同 左 
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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) 

（２）重要な減価

償却資産の

減価償却の

方法 

①有形固定資産及び投資不

動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 

８～50年 

 

 

 

 

①有形固定資産及び投資不

動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 

７～50年 

 

（会計方針の変更） 

当社及び連結子会社

は、法人税法の改正に

伴い、当中間連結会計

期間より、平成19年４

月１日以降に取得した

有形固定資産につい

て、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方

法に変更しておりま

す。 

これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 

（追加情報） 

当社及び連結子会社

は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産

については、改正前の

法人税法に基づく減価

償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到

達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含

めて計上しておりま

す。 
これによる損益に与
える影響は軽微であり
ます。 

①有形固定資産及び投資不

動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 

７～50年 
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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) 

 ②無形固定資産 
ソフトウェア（自社利
用分）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）重要な引当

金の計上基

準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、以下の方法

によって計上しておりま

す。 

（一般債権） 

貸倒実績率法によってお

ります。 

（貸倒懸念債権及び破産更

生債権等） 

個別債権の回収可能性を

検討して回収不能見込額を

計上しております。 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上し

ております。 

（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」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）

を適用しております。 

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ

2,500千円減少しておりま

す。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上

しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

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。 

①貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同 左 

 

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金 

同 左 

 

①貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同 左 

 

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき計

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」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用

しております。 

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ

5,000千円減少しておりま

す。 

 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上して

おります。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

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。 
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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) 

（４）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。 

同 左 

 

同 左 

 

（５）カタログ

（見本帳）

の会計処理 

カタログ（見本帳）の制

作費用については、カタロ

グ（見本帳）の使用期間

（18ヶ月）にわたり費用計

上し、翌期以降の負担分に

ついては前払費用で処理し

ております。 

同 左 

 

同 左 

 

（６）その他中間

連結財務諸

表（連結財

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 

税抜方式を採用しており

ます。 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

５ 中間連結キャ

ッシュ・フロ

ー計算書（連

結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計

算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資でありま

す。 

同 左 同 左 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

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4,010,046千円であり

ます。 

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より、「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4,090,809千円であり

ます。 

なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 
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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 

（平成19年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,497,567千円 

投資不動産 457,162千円 

  
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,565,463千円

投資不動産 466,409千円

 
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,525,534千円

投資不動産 461,692千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,364千円 

建物及び構築物 623,142千円 

土地 702,472千円 

投資不動産 824,162千円 

計 2,176,141千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 146,000千円 

一年以内返済予定

の長期借入金 
447,306千円 

長期借入金 224,508千円 

計 817,814千円 

  
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,446千円

建物及び構築物 608,718千円

土地 702,472千円

投資不動産 816,791千円

計 2,154,428千円

上記に対応する債務 

短期借入金 270,010千円

一年以内返済予定

の長期借入金 
212,292千円

長期借入金 287,006千円

計 769,308千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

定期預金 26,368千円

建物及び構築物 605,607千円

土地 702,472千円

投資不動産 819,990千円

計 2,154,438千円

上記に対応する債務 

短期借入金 267,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金 
339,212千円

長期借入金 170,940千円

計 777,152千円

 
 

３ 受取手形割引高 

 102,369千円 

  
 

３ 受取手形割引高 

 141,666千円

 
 

３ 受取手形割引高 

 131,118千円

 
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形 

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理を行っております。な

お、当中間連結会計期間の末日が

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 145,804千円 

支払手形 382,800千円 

  
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形 

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理を行っております。な

お、当中間連結会計期間の末日が

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 114,273千円

支払手形 348,365千円

 
 

※４ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をもって決

済処理を行っております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の

休日であったため、次の連結会計

年度末日満期手形が連結会計年度

末残高に含まれております。 

受取手形 124,666千円

支払手形 362,358千円

 
 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社）においては、運転資

金の効率的な運用を行うため取

引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 1,300,000千円 

借入実行残高 155,000千円 

差引額 1,145,000千円 

  
 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社及び十四山ソーイン株

式会社）においては、運転資金

の効率的な運用を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結

しております。 

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 1,320,000千円

借入実行残高 390,000千円

差引額 930,000千円

 
 

５ 当社及び連結子会社（クイン

株式会社）においては、運転資

金の効率的な運用を行うため取

引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。 

当連結会計年度末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,300,000千円

借入実行残高 295,000千円

差引額 1,005,000千円
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

荷造運搬費 292,135千円 

給与手当 164,091千円 

賞与引当金繰入額 14,677千円 

役員賞与引当金繰

入額 
2,500千円 

退職給付費用 10,876千円 

  
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

荷造運搬費 277,661千円

給与手当 175,740千円

賞与引当金繰入額 15,885千円

役員賞与引当金繰

入額 
2,500千円

退職給付費用 7,392千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

荷造運搬費 601,024千円

給与手当 340,990千円

賞与引当金繰入額 3,268千円

役員賞与引当金繰

入額 
5,000千円

退職給付費用 11,390千円

役員退職慰労引当

金繰入額 
6,720千円

貸倒引当金繰入額 3,757千円

 
 

― ※２ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
2,479千円

 
 

― 

※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
104千円 

計 104千円 

  
 

― ※３ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
250千円

計 250千円

 
 

※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

その他（機械装置

及び運搬具） 
131千円 

計 131千円 

  
 

― ※４ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 16,391千円

その他（機械装置

及び運搬具） 
131千円

計 16,523千円

 
 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 3,964,580 － － 3,964,580 

合計 3,964,580 － － 3,964,580 

自己株式     

普通株式（注） 800 750 － 1,550 

合計 800 750 － 1,550 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加750株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）

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 39,637 10 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中間連結会計期間末後と

なるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
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15日

取締役会 
普通株式 19,815 利益剰余金 5 

平成18年 

９月30日 

平成18年 

12月12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) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 3,964,580 － － 3,964,580 

合計 3,964,580 － － 3,964,580 

自己株式     

普通株式 1,550 － － 1,550 

合計 1,550 － － 1,550 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）

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 19,815 5 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中間連結会計期間末後と

なるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
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 19,815 利益剰余金 5 

平成19年 

９月30日 

平成19年 

12月10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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 3,964,580 － － 3,964,580 

合計 3,964,580 － － 3,964,580 

自己株式     

普通株式（注） 800 750 － 1,550 

合計 800 750 － 1,550 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加750株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総

額（千円）

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 39,637 10 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月15日

取締役会 
普通株式 19,815 5 平成18年９月30日 平成18年12月12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（千円）
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 19,815 利益剰余金 5 

平成19年 

３月31日 

平成19年 

６月29日 

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 733,216千円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△37,391千円 

現金及び現金同等物 695,825千円 

  
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 874,271千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△37,412千円

現金及び現金同等物 836,858千円

 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 781,893千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△37,395千円

現金及び現金同等物 744,497千円

 
 

 



ファイル名:04-060注記事項.doc 更新日時:11/8/2007 2:32:00 PM 印刷日時:07/11/08 14:32 
 

パブリック株式会社（7830）平成20年3月期 中間決算短信 
 

― 27 ― 

(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) 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額

相当額 
53,574 26,490 80,064 

減価償却

累計額相

当額 

29,528 19,873 49,401 

中間期末

残高相当

額 

24,045 6,617 30,662 

    

なお、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。 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
71,836 9,012 80,848

減価償却

累計額相

当額 

18,799 5,653 24,453

中間期末

残高相当

額 

53,036 3,358 56,394

   

同 左 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円）

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
62,835 9,012 71,847

減価償却

累計額相

当額 

11,616 4,752 16,368

期末残高

相当額 
51,219 4,259 55,478

   

なお、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 

１年内 11,240千円 

１年超 19,421千円 

合計 30,662千円 

  

なお、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。 

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 15,707千円

１年超 40,687千円

合計 56,394千円

 

同 左 

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 14,848千円

１年超 40,630千円

合計 55,478千円

 

なお、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支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 8,006千円 

減価償却費相当額 8,006千円 

  
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 8,084千円

減価償却費相当額 8,084千円

 
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 15,875千円

減価償却費相当額 15,875千円

 
 

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り算定し

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 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

 



ファイル名:04-060注記事項.doc 更新日時:11/8/2007 2:32:00 PM 印刷日時:07/11/08 14:32 
 

パブリック株式会社（7830）平成20年3月期 中間決算短信 
 

― 28 ― 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 28,287 94,230 65,943 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 28,287 94,230 65,943 

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間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 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 45,404 

 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 24,385 66,618 42,232 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 24,385 66,618 42,232 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について5,763千円減損処理

を行っております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、中間連結会計期間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 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 44,878 

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券のうち時価評価されていない株式について526

千円減損処理を行っております。 
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前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

（１）株式 29,191 80,001 50,809 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 29,191 80,001 50,809 

（注）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 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 45,404 

 

 (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、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 スワップ取引 4,080,719 △19,864 △19,864 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 スワップ取引 1,624,719 2,493 2,493 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 

 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 スワップ取引 4,080,719 △5,287 △5,287 

（注）１ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 
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(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)、当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)において、当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、

単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため、該当する事項はありません。 

 

【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)、当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 

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

 

(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 1,011円86銭 

１株当たり中間純利益 32円69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。 

 

 

１株当たり純資産額 1,061円56銭

１株当たり中間純利益 35円64銭

同 左 

 

１株当たり純資産額 1,032円24銭

１株当たり当期純利益 60円44銭

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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間末

(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)

純資産の部の合計額（千円） 4,010,046 4,206,995 4,090,809

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円） 
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円） 
4,010,046 4,206,995 4,090,809

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

3,963 3,963 3,963
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（注）２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 129,577 141,248 239,529

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
129,577 141,248 239,529

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,963 3,963 3,963

 

 

(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) 

 

該当する事項はありません。 

 

 

子会社の設立 

当社は平成19年９月14日開催の

取締役会において、当社全額出資

の子会社を設立することを決議

し、平成19年10月19日に設立いた

しました。 

（１）商号：アルティ株式会社 

（２）事業内容：業務用家具の販

売 

（３）資本金：100,000千円 

（４）設立の目的：近年、業務用

家具市場は価格・品質面にお

いて二極化の傾向にあり、高

級家具への需要が拡大するな

か、欧米のライフスタイルや

モジュールをベースにデザイ

ンされた輸入家具だけでは、

日本のライフスタイルに必ず

しもマッチしていない部分も

あり、当社は、高級家具を取

り扱う国産オリジナルブラン

ドとしての新ブランド「ａｒ

ｔｉ（アルティ）」を立ち上

げ、お客様のニーズにきめ細

かくお応えすることを目的と

し、販売子会社を設立するこ

とといたしました。 

 

 

該当する事項はありません。 

 

 

 



ファイル名:05-010中間貸借対照表.doc 更新日時:11/5/2007 6:28:00 PM 印刷日時:07/11/09 14:59 
 

パブリック株式会社（7830）平成20年3月期 中間決算短信 
 

― 32 ― 

５．中間個別財務諸表 

(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(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  329,620 462,253 379,350

２ 受取手形 ※６ 1,459,080 1,345,755 1,319,183

３ 売掛金 ※７ 2,154,541 1,465,125 2,743,756

４ たな卸資産  906,945 1,132,381 942,498

５ 繰延税金資産  25,317 35,734 25,849

６ その他  103,103 138,772 173,324

 貸倒引当金  △12,000 △12,000 △12,000

流動資産合計   4,966,609 61.9 4,568,022 58.8 5,571,963 63.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

（１）建物 ※２ 705,257 904,217 917,797

（２）土地 ※２ 889,893 889,893 889,893

（３）その他  230,296 184,288 160,731

計  1,825,447 1,978,400 1,968,422

２ 無形固定資産  10,512 7,615 8,967

３ 投資その他の資産   

(１) 投資不動産 ※1,2 750,015 742,161 746,181

(２) 繰延税金資産  33,735 26,264 22,864

(３) その他  475,008 482,824 490,255

貸倒引当金  △43,437 △31,216 △37,216

計  1,215,322 1,220,033 1,222,085

固定資産合計   3,051,282 38.1 3,206,048 41.2 3,199,475 36.5

資産合計   8,017,891 100.0 7,774,070 100.0 8,771,439 100.0
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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(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※６ 1,202,617 1,238,104 1,418,588

２ 買掛金 ※７ 1,019,074 413,013 1,415,895

３ 短期借入金 ※２ 221,000 355,010 397,000

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２ 446,806 215,463 322,879

５ 賞与引当金  15,655 16,087 3,167

６ 役員賞与引当金  2,500 2,500 5,000

７ その他 ※５ 296,514 358,514 362,427

流動負債合計   3,204,168 40.0 2,598,692 33.4 3,924,958 44.7

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  600,000 600,000 600,000

２ 長期借入金 ※２ 190,843 350,170 145,108

３ 退職給付引当金  55,119 57,415 53,715

４ 役員退職慰労引当金  53,280 60,768 60,768

固定負債合計   899,242 11.2 1,068,353 13.8 859,591 9.8

負債合計   4,103,410 51.2 3,667,046 47.2 4,784,549 54.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金   391,666 4.9 391,666 5.0 391,666 4.5

２ 資本剰余金   

（１）資本準備金  374,686 374,686 374,686

資本剰余金合計   374,686 4.6 374,686 4.8 374,686 4.3

３ 利益剰余金   

（１）利益準備金  44,700 44,700 44,700

（２）その他利益 
剰余金 

  

土地圧縮積立金  571 571 571

特別償却準備金  162 54 108

別途積立金  2,800,000 2,990,000 2,800,000

繰越利益剰余金  265,246 282,428 347,040

利益剰余金合計   3,110,680 38.8 3,317,754 42.7 3,192,420 36.4

４ 自己株式   △1,594 △0.0 △1,594 △0.0 △1,594 △0.0

株主資本合計   3,875,438 48.3 4,082,511 52.5 3,957,178 45.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

  39,042 0.5 24,512 0.3 29,711 0.3

評価・換算差額等 
合計 

  39,042 0.5 24,512 0.3 29,711 0.3

純資産合計   3,914,480 48.8 4,107,024 52.8 3,986,889 45.5

負債純資産合計   8,017,891 100.0 7,774,070 100.0 8,771,439 100.0
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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(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,145,505 100.0 4,020,116 100.0 8,591,928 100.0

Ⅱ 売上原価   3,193,071 77.0 2,964,727 73.7 6,641,939 77.3

売上総利益   952,433 23.0 1,055,389 26.3 1,949,988 22.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   785,743 19.0 833,138 20.7 1,618,490 18.8

営業利益   166,690 4.0 222,250 5.6 331,498 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  81,491 2.0 68,502 1.7 160,445 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  25,591 0.6 32,772 0.8 53,848 0.7

経常利益   222,590 5.4 257,980 6.5 438,095 5.1

Ⅵ 特別利益   2,887 0.0 9,244 0.2 8,018 0.1

Ⅶ 特別損失   205 0.0 6,289 0.2 16,658 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  225,272 5.4 260,936 6.5 429,455 5.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 79,877 125,779 166,438

法人税等調整額  18,809 98,687 2.3 △9,991 115,787 2.9 34,877 201,315 2.3

中間(当期)純利益   126,584 3.1 145,148 3.6 228,140 2.7
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 
評価・換算

差 額 等

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 利益準備金 
土 地 圧 縮

積 立 金

特 別 償 却

準 備 金
別途積立金

繰 越 利 益

剰 余 金

自己株式
株 主 資 本

合 計

その他有価

証 券 評 価

差 額 金

純資産合計

平成18年３月31日残高 391,666 374,686 44,700 571 324 2,530,000 453,090 △875 3,794,162 41,379 3,835,542

中間会計期間中の変動額      

前期利益処分による 

利益配当 
     △39,637 △39,637 △39,637

前期利益処分による 

役員賞与 
     △4,953 △4,953 △4,953

前期利益処分による特

別償却準備金の取崩し 
    △108 108 － －

当中間期の特別償却 

準備金の取崩し 
    △54 54 － －

前期利益処分による 

別途積立金の積立て 
     270,000 △270,000 － －

中間純利益      126,584 126,584 126,584

自己株式の取得      △718 △718 △718

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

     △2,337 △2,337

中間会計期間中の変動額

合計 
－ － － － △162 270,000 △187,843 △718 81,275 △2,337 78,938

平成18年９月30日残高 391,666 374,686 44,700 571 162 2,800,000 265,246 △1,594 3,875,438 39,042 3,914,480

 

 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 
評価・換算

差 額 等

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 利益準備金 
土 地 圧 縮

積 立 金

特 別 償 却

準 備 金
別途積立金

繰 越 利 益

剰 余 金

自己株式
株 主 資 本

合 計

その他有価

証 券 評 価

差 額 金

純資産合計

平成19年３月31日残高 391,666 374,686 44,700 571 108 2,800,000 347,040 △1,594 3,957,178 29,711 3,986,889

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当    △19,815 △19,815 △19,815

特別償却準備金の取崩し    △54 54 － －

別途積立金の積立て    190,000 △190,000 － －

中間純利益    145,148 145,148 145,148

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

   △5,199 △5,199

中間会計期間中の変動額

合計 
－ － － － △54 190,000 △64,612 － 125,333 △5,199 120,134

平成19年９月30日残高 391,666 374,686 44,700 571 54 2,990,000 282,428 △1,594 4,082,511 24,512 4,107,024
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（単位：千円） 

株 主 資 本 
評価・換算

差 額 等

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 利益準備金 
土 地 圧 縮

積 立 金

特 別 償 却

準 備 金
別途積立金

繰 越 利 益

剰 余 金

自己株式
株 主 資 本

合 計

その他有価

証 券 評 価

差 額 金

純資産合計

平成18年３月31日残高 391,666 374,686 44,700 571 324 2,530,000 453,090 △875 3,794,162 41,379 3,835,542

事業年度中の変動額      

前期利益処分による利

益配当 
     △39,637 △39,637 △39,637

剰余金の配当      △19,815 △19,815 △19,815

前期利益処分による 

役員賞与 
     △4,953 △4,953 △4,953

前期利益処分による特

別償却準備金の取崩し 
    △108 108 － －

当事業年度の特別償却 

準備金の取崩し 
    △108 108 － －

前期利益処分による 

別途積立金の積立て 
     270,000 △270,000 － －

当期純利益      228,140 228,140 228,140

自己株式の取得      △718 △718 △718

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

     △11,668 △11,668

事業年度中の変動額合計 － － － － △216 270,000 △106,049 △718 163,015 △11,668 151,347

平成19年３月31日残高 391,666 374,686 44,700 571 108 2,800,000 347,040 △1,594 3,957,178 29,711 3,986,889
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

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

定） 

（時価のないもの） 

移動平均法による原価

法 

(2) デリバティブ取引によ
り生じる正味の債権

（及び債務） 

時価法 

 

(3) たな卸資産 
商品、原材料 

移動平均法による原

価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法によ

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 

 

(2) デリバティブ取引によ
り生じる正味の債権

（及び債務） 

同 左 

 

(3) たな卸資産 
商品、製品、原材料 

同 左 

 

貯蔵品 

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

動平均法により算定） 

 

（時価のないもの） 

同 左 

 

(2) デリバティブ取引によ
り生じる正味の債権

（及び債務） 

同 左 

 

(3) たな卸資産 
商品、原材料 

同 左 

 

貯蔵品 

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 固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産及び投資
不動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物    ８～50年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 
ソフトウェア（自社利

用分）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

(1) 有形固定資産及び投資
不動産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以

前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上して

おります。 

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 

(1) 有形固定資産及び投資
不動産 

定率法 

但し、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物    ８～50年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 
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) 

３ 引当金の計上

基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、以下の

方法によって計上してお

ります。 

（一般債権） 

貸倒実績率法によって

おります。 

（貸倒懸念債権及び破産

更生債権等） 

個別債権の回収可能性

を検討して回収不能見込

額を計上しております。

（２）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備え

るため、当事業年度にお

ける支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29

日）を適用しておりま

す。 

これにより営業利益、

経常利益及び税引前中間

純利益は、それぞれ

2,500千円減少しており

ます。 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産に基づき

計上しております。 

（５）役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支
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。 

（１）貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）賞与引当金 

同 左 

 

 

 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備え

るため、当事業年度にお

ける支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

（５）役員退職慰労引当金 

同 左 

（１）貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）賞与引当金 

同 左 

 

 

 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備え

るため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき

計上しております。 

（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」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）

を適用しております。 

これにより営業利益、

経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ

5,000千円減少しており

ます。 

 

 

（４）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

び年金資産に基づき計上

しております。 

（５）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

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。 
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 
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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 カタログ（見

本帳）の会計

処理 

カタログ（見本帳）の制

作費用については、カタロ

グ（見本帳）の使用期間

（18ヶ月）にわたり費用計

上し、翌事業年度以降の負

担分については前払費用で

処理しております。 

同 左 

 

同 左 

 

６ 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 

 

（１）消費税等の会計処理 

税抜方式を採用してお

ります。 

 

 

（１）消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

（１）消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

 
 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（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3,914,480千円であり

ます。 

なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より、「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3,986,889千円であり

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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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日) 

前事業年度末 

（平成19年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,313,824千円 

投資不動産 447,237千円 

  
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,374,120千円

投資不動産 455,091千円

 
 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,339,378千円

投資不動産 451,071千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

建物 571,268千円 

土地 601,094千円 

投資不動産 742,860千円 

計 1,915,223千円 

上記に対応する債務 

短期借入金 141,000千円 

一年以内返済予定

の長期借入金 
399,306千円 

長期借入金 107,508千円 

計 647,814千円 

  
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

建物 561,156千円

土地 601,094千円

投資不動産 736,882千円

計 1,899,133千円

上記に対応する債務 

短期借入金 235,010千円

一年以内返済予定

の長期借入金 
163,792千円

長期借入金 218,506千円

計 617,308千円

 
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

建物 555,933千円

土地 601,094千円

投資不動産 739,385千円

計 1,896,413千円

上記に対応する債務 

短期借入金 237,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金 
291,212千円

長期借入金 78,440千円

計 606,652千円

 
 

３ 偶発債務 

（債務保証） 

保証先 金額 内容 

クイン㈱ 137,500千円 借入債務 

十四山ソ

ーイン㈱ 
60,000千円 借入債務 

計 197,500千円 ― 

  
 

３    ― 

 

３    ― 

 

４ 受取手形割引高 

 102,369千円 

  
 

４ 受取手形割引高 

 141,666千円

 
 

４ 受取手形割引高 

 131,118千円

 
 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 

※５ 消費税等の取扱い 

同 左 

 

※５    ― 

 

※６ 中間期末日満期手形 

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

を行っております。 

なお、当中間期末日が金融機関

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 145,619千円 

支払手形 285,090千円 

  
 

※６ 中間期末日満期手形 

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

を行っております。 

なお、当中間期末日が金融機関

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 114,088千円

支払手形 257,697千円

 
 

※６ 期末日満期手形 

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を行

っております。 

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 124,481千円

支払手形 261,850千円
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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) 

前事業年度末 

（平成19年３月31日) 

※７    ― 

 

※７ 連結子会社であるパブリック

東員工場㈱に対する売掛金と買

掛金については、従来は総額で

表示しておりましたが、当期に

支払条件を変更したことによ

り、相殺の要件を満たしたた

め、当中間会計期間から両者を

相殺しております。 

この結果、従来に比べて売掛

金と買掛金がそれぞれ424,602

千円減少しております。 

※７    ― 

 

８ 当社においては、運転資金の

効率的な運用を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結し

ております。 

当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 1,200,000千円 

借入実行残高 120,000千円 

差引額 1,080,000千円 

  
 

８ 当社においては、運転資金の

効率的な運用を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結し

ております。 

当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 330,000千円

差引額 870,000千円

 
 

８ 当社においては、運転資金の

効率的な運用を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結し

ております。 

当事業年度末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 240,000千円

差引額 960,000千円

 
 

 

(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 

受取利息 795千円 

受取配当金 916千円 

受取賃貸料 37,743千円 

経営指導料 9,000千円 

通貨スワップ利益 27,783千円 

  
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 875千円

受取配当金 1,162千円

受取賃貸料 37,695千円

経営指導料 9,000千円

通貨スワップ利益 19,191千円

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,699千円

受取配当金 1,036千円

受取賃貸料 75,489千円

経営指導料 18,000千円

通貨スワップ利益 55,660千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,986千円 

手形売却損 1,016千円 

社債利息 1,241千円 

売上割引 12,895千円 

減価償却費 3,837千円 

  
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 7,089千円

手形売却損 1,571千円

社債利息 2,503千円

売上割引 14,905千円

減価償却費 4,020千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 10,822千円

手形売却損 2,037千円

社債利息 3,293千円

売上割引 26,528千円

減価償却費 7,671千円

 
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 44,590千円 

無形固定資産 1,949千円 

  
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 55,902千円

無形固定資産 1,352千円

 
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 102,289千円

無形固定資産 3,932千円
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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) 

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） 

普通株式（注） 800 750 － 1,550 

合 計 800 750 － 1,550 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加750株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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） 

普通株式 1,550 － － 1,550 

合 計 1,550 － － 1,550 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（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） 

普通株式（注） 800 750 － 1,550 

合 計 800 750 － 1,550 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加750株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額

相当額 
53,574 26,490 80,064 

減価償却

累計額相

当額 

29,528 19,873 49,401 

中間期末

残高相当

額 

24,045 6,617 30,662 

    

なお、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。 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円） 

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
71,836 9,012 80,848

減価償却

累計額相

当額 

18,799 5,653 24,453

中間期末

残高相当

額 

53,036 3,358 56,394

   

同 左 

 

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 

 

その他

（工具器

具備品）

（千円）

無形固定

資産（ソ

フトウェ

ア） 

（千円）

合計 

（千円）

取得価額

相当額 
62,835 9,012 71,847

減価償却

累計額相

当額 

11,616 4,752 16,368

期末残高

相当額 
51,219 4,259 55,478

   

なお、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 

１年内 11,240千円 

１年超 19,421千円 

合計 30,662千円 

  

なお、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。 

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 15,707千円

１年超 40,687千円

合計 56,394千円

 

同 左 

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 14,848千円

１年超 40,630千円

合計 55,478千円

 

なお、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支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 8,006千円 

減価償却費相当額 8,006千円 

  
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 8,084千円

減価償却費相当額 8,084千円

 
 

③支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 15,875千円

減価償却費相当額 15,875千円

 
 

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り算定して

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 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

（減損損失について） 

同 左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるも

のはありません。 

 

(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 987円75銭 

１株当たり中間純利益 31円94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。 

 

１株当たり純資産額 1,036円33銭

１株当たり中間純利益 36円63銭

同 左 

 

 

１株当たり純資産額 1,006円02銭

１株当たり当期純利益 57円57銭

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）１．１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（千円） 3,914,480 4,107,024 3,986,889

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円） 
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円） 
3,914,480 4,107,024 3,986,889

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

3,963 3,963 3,963

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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)

中間（当期）純利益（千円） 126,584 145,148 228,140

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
126,584 145,148 228,140

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,963 3,963 3,963
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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) 

 

該当する事項はありません。 

 

 

子会社の設立 

当社は平成19年９月14日開催の

取締役会において、当社全額出資

の子会社を設立することを決議

し、平成19年10月19日に設立いた

しました。 

（１）商号：アルティ株式会社 

（２）事業内容：業務用家具の販

売 

（３）資本金：100,000千円 

（４）設立の目的：近年、業務用

家具市場は価格・品質面にお

いて二極化の傾向にあり、高

級家具への需要が拡大するな

か、欧米のライフスタイルや

モジュールをベースにデザイ

ンされた輸入家具だけでは、

日本のライフスタイルに必ず

しもマッチしていない部分も

あり、当社は、高級家具を取

り扱う国産オリジナルブラン

ドとしての新ブランド「ａｒ

ｔｉ（アルティ）」を立ち上

げ、お客様のニーズにきめ細

かくお応えすることを目的と

し、販売子会社を設立するこ

とといたしました。 

 

 

該当する事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

 (１) 生産実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比

(％) 

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)

椅 子 類 3,159,965 2,957,702 93.6 6,523,370 

テ ー ブ ル 類 867,556 809,218 93.3 1,834,542 

そ の 他 271,148 291,412 107.5 568,625 

合 計 4,298,670 4,058,332 94.4 8,926,538 

(注) 金額は販売価額で記載しており、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(２) 仕入実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の仕入実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比

(％) 

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)

原 材 料 2,632,648 2,555,429 97.1 5,513,929 

商 品 4,467 4,278 95.8 7,685 

合 計 2,637,115 2,559,707 97.1 5,521,615 

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

(３) 受注状況 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

品 目 別 受注実績 受注残高 受 注実績 前年同期比（％） 受 注残高 前年同期比（％） 受注実績 受注残高

椅 子 類 3,158,132 212,268 2,955,988 93.6 193,919 91.4 6,517,477 245,518

テーブル類 867,060 63,740 808,746 93.3 51,737 81.2 1,832,892 70,372

そ の 他 270,991 13,106 291,243 107.5 13,802 105.3 568,114 18,213

合 計 4,296,184 289,115 4,055,978 94.4 259,459 89.7 8,918,484 334,104

 (注) 金額は販売価額で記載しており、消費税等は含まれておりません。 
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 (４) 販売実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次の

とおりであります。 

（単位：千円） 

品 目 別 
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)

前年同期比(％)

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)

椅 子 類 3,158,756 3,006,497 95.2 6,483,983 

テーブル類 855,956 827,381 96.7 1,815,081 

そ の 他 263,700 290,818 110.2 552,206 

製

品 

小 計 4,278,414 4,124,697 96.4 8,851,272 

椅 子 類 692 1,089 157.3 1,322 

テーブル類 － － － － 

そ の 他 6,220 4,835 77.7 10,044 

商

品 

小 計 6,913 5,924 85.7 11,366 

合 計 4,285,327 4,130,622 96.4 8,862,638 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


