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平成 20 年３月期  中間決算短信（非連結） 

平成 19 年 11 月 14 日 

上 場 会 社 名        株式会社 中  広                  上場取引所  名証セントレックス 
コ ー ド 番 号         2139                                  ＵＲＬ  http://www.chuco.co.jp  
代  表  者（役職名）代表取締役社長   （氏名）後 藤 一 俊 
問合せ先責任者（役職名）常務取締役管理本部長（氏名）佐久間朋宏  ＴＥＬ (058)247－2511(代表)  
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 25 日     

（百万円未満切捨て） 
 

１．平成 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 2,161   △3.3   18  △79.4  12  △83.3 10  △86.0

18 年 9月中間期 2,235     － 90      － 76      － 78      －

19 年３月期 4,678  111.2  198    88.2 166    84.9 141   125.7

 

 
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 1      64   1     63  

18 年 9月中間期 12      61   －     －  

19 年３月期 22      62   22     08  

(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 
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、18 年９月中間期時点において、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 
 
(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 2,713     697 25.7       103    94 

18 年 9月中間期    3,415    543    15.9   87  66   

19 年３月期 3,622     742    20.5   110    77   

(参考)自己資本 19 年９月中間期 697 百万円 18 年９月中間期 543 百万円 19 年３月期 742 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 △173   405  △538   221  

18 年 9月中間期 124   △47  △132   413  

19 年３月期 332     △197    △76     528    
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２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円   銭 円   銭 円   銭 
19 年 3 月期 
○年○月期

－  7   00  7   00  

20 年 3 月期 －   

20 年 3 月期（予想）  3   00  
  

 

３．平成 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） 

（％表示は対前年増減率） 

 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 4,600  △1.7 130 △34.3 100 △39.8 70 △50.4 10  44 

 

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、18 ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

 

(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 6,706,000 株 18 年９月中間期 6,200,000 株 19 年３月期 6,700,000 株

②期末自己株式数  

19 年９月中間期 －株 18 年９月中間期 －株 19 年３月期 －株

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、29 ページか

ら 30 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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要

素を含んでおります。今後の様々な要因等により、上記予想値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」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当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や、雇用環境の改善が見

られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしましたものの、原油価格の高騰、米国のサブプライムロ

ーン問題を背景に景気の先行きリスクが増しております。 このような環境下、当社では、メディア事業に

おいて、生活情報誌２誌を新たに発行するとともに、既刊誌11誌による業容の拡大を図りました。 

 この結果、売上高は、2,161百万円、営業利益18百万円、経常利益12百万円、中間純利益10百万円となり

ました。 

事業の種類別業績は、次のとおりであります。 

 

ａ. メディア事業 

メディア事業では、生活情報誌部門で、５月に『ぼてじゃこ倶楽部』(滋賀県長浜市、30,200部発行)、

７月に『せとまるくらぶ』(愛知県瀬戸市、45,700部発行)２誌を新たに発行するとともに、既刊誌11誌

につきましても発行エリアの地域特性に合わせた企画内容を一段と充実させ情報量の増加を図りました。 

 また、求人情報紙部門では、４月に情報出版業界において最大手の株式会社リクルート（本社：東京

都中央区、代表取締役社長：柏木 斉）と求人広告に関する媒体取扱いにおいて一次代理店契約を締結

いたしました。本契約により当社は、岐阜・三重を中心にリクルートが発刊する中途求人向けの求人媒

体（タウンワーク・リクナビＮＥＸＴ他）の広告代理店業務を行うことにより、さらなる求人事業の強

化と取扱媒体の充実による業容の拡大を図ってまいりました。 

その結果、メディア事業としての売上高は681百万円となりました。 

 
ｂ.広告事業 

広告事業では、大口広告主の広告費削減の影響を受けたことに加え、大阪支社閉鎖に伴い売上高が

減少したことにより、売上高は、1,480百万円となりました。 

 

②当期の見通し 

当期の見通しとしましては、米国経済の減速や、原油価格の高騰を理由に、原材料価格が上昇傾向にあ

り、景気の先行きリスクが増しております。このような環境下、メディア事業におきまして、既存13誌の

更なる収益力の向上を図ってまいります。また、積極的に新たな生活情報誌を発行することで、営業拠点

のエリア展開を図り収益力を拡大させていく所存であります。 

このような状況で、通期の見通しにつきましては、売上高は、4,600百万、経常利益100百万円、当期純

利益70百万を見込んでおります。 

上記予想は本資料の発行日における見通しであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって、上記予

想とは異なる結果となる可能性があります。 
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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 

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて909百万円減少し、2,713百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が751百万円、売掛金が162百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べて、864百万円減少しました。これは主に、買掛金が、327百万円、短期借入

金が261百万円、長期借入金が201百万円、１年以内返済予定長期借入金が30百万円、前受金が27百万円減

少したことによるものであります。 

純資産は、697百万円となりました。自己資本比率は25.7％であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間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、221百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、173百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益を 15百万

円を計上し、売上債権が165百万円、仕入債務が327百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキュッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、405百万円となりました。これは主に、定期預金の解約で得られた      

451百万円と、有形固定資産の取得で37百万を使用したことによるものであります。 

（財務活動によるキュッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、538百万円となりました。これは主に、長期借入金が261百万円、短

期借入金が231百万円減少したことと、配当金で46百万円を使用したことによるものであります。 

 

 

（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とらえております。長期的な視野に立ち、企業体質

の充実、強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を基本政策とし、配当性向に

も十分留意することにより、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。 

当期の利益配当金につきましては、普通配当として１株につき３円を期末に予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。 
また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資

判断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示してお

ります。当社はこれらのリスクの発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生の際の対応に努

力する方針ですが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するもので

はありません。当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて慎重に検討のうえ、行われ

る必要があると考えられます。 
なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発行日における見通しで、当社が独自に判断したものであり

ます。 

 

①拠点展開計画について 

当社は地域経済の活性化をねらい、今後、エリア戦略の核としてメディア事業に経営資源をシフトし

ていく方針であります。生活情報誌の発行に際して、当該エリアに拠点を設けエリアの有益な情報の収

集を行うこととしております。 

しかし、拠点展開が当初の計画どおり進まなかった場合及び新たに発行した生活情報誌に掲載する情

報が地域生活者にとって有益な情報として受け取られず、計画通りの広告掲載が得られない場合には、

当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

②市町村合併について 

当社は、エリア戦略を採用し、世帯数約５万前後の地域を基準として生活情報誌を発行して、発行エ

リアの拡大をめざしております。 

しかし、市町村合併によりエリアの広範囲化及び世帯数の大幅な増加などにより、配布コストの増加、

生産性の低下が生じる場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

③競合について 

当社は｢地域密着｣を特徴とした事業展開を行っており、生活情報誌においては、毎号、地域に密着し

た特集を組んで地域の読者に必要な情報を織り込んでいくとともに、読者コーナーを介して発行元と読

者が一体となり、地域のコミュニティが形成される生活情報誌を制作することにより、他社との差別化

を図っております。 

また、広告集稿・編集・印刷という発行プロセスの効率化を図り、発行コストの優位性の確保に努力

しております。 

しかし、それぞれの地域に競合誌が存在していることあるいは存在しうること、加えて、求人情報紙

等においては、ウェブサイトの利用が増加していること等から、競合の状況変化による広告掲載件数や

掲載単価の低下等が生じる可能性があり、これらのような場合には、当社の業績が影響を受ける可能性

があります。 

   

④生活情報提供形態の変化について 

地域に密着した生活情報の提供形態は、今後も生活情報誌のような紙媒体が主流であろうと予想され
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ますが、音声や映像の面でインターネットを活用した情報提供も図っていかなければなりません。イン

ターネットの活用において、当社の取り組みが計画どおり進まなかった場合、当社の業績が影響を受け

る可能性があります。 

  

⑤求人市場の環境変化による影響について 

当社がエリアを限定し発行しております求人情報紙『優良企業案内』及び生活情報誌内の求人情報は、

求人広告の連載等により広告主との継続的な取引関係の構築や掲載地区の拡大等で収益向上を図ってお

りますが、今後の求人・求職の需給バランスによっては、当社の求人情報媒体に係る掲載料収入に影響

を及ぼす可能性があります。 

加えて、近年はインターネットを経由した求人情報提供が増加しており、当社が『優良企業案内』及

び生活情報誌を発行するエリアにおいて、インターネットを経由した求人情報の提供の比重が大きくな

った場合には、当社の求人情報媒体に係る掲載料収入が影響を受ける可能性があります。 

 

⑥特定の広告媒体の依存度について 

当社の広告事業においては、仲介する広告媒体は現在多岐にわたっておりますが、主要媒体である株式

会社中日新聞社及び株式会社中日総合サービスの２社に対する取扱高は、当中間会計期間において20.9％

と比較的高くなっております。現在のところ、両社の経営環境及び当社との関係は良好ですが、両社の経

営環境の変化及び経営方針等の変更により、広告スペースの仕入れ価格が上昇した場合、あるいは契約の

解消に至った場合などには、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦人材の採用、教育について 

当社では、メディア事業を核とした積極的な事業展開をしております。そのため優秀な人材の採用と能

力・スキルアップのための教育研修カリキュラムを通年で実施しております。   

しかし、採用及び教育研修が計画どおりに進捗せず、あるいは事業拡大計画に応じた優秀な人材を採用

できない場合には、当社の事業計画及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧知的財産権について 

当社が制作する広告等には、第三者の著作権・商標権、出演者等の肖像権その他の多様な知的財産権が

含まれており、広告制作に際しては、契約時にこれらの権利の帰属、範囲及び内容等を契約時に明確にし、

知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っております。 

しかし、当社の何らかの業務行為等が、上記のような知的財産権の侵害に至り、差止請求・損害賠償請

求等を受けた場合には、当該請求自体による支出等のほか、当社の社会的信頼が失われるなどして当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨有利子負債残高について 

当社の資金調達は、有利子負債への依存度が高い状況にあります。当社において負債及び資本合計に占

める有利子負債の比率は、平成19年９月末では47.9％となっております。また、経済情勢等によって市場

金利が上昇した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 
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⑩資金調達について 

資金調達に際しては、当社では特定の金融機関に依存することなく、複数の金融機関と友好的な関係を

継続しておりますが、何らかの理由により資金調達に支障が生じた場合は、当社の事業展開を妨げる可能

性があります。 

 

⑪新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、平成17年２月22日開催の臨時株主総会において旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規

定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付与することを決議いたしました。 

同決議に基づき、当事業年度末在、当社は取締役３名、監査役１名及び従業員85名(退職による権利喪

失者を除く)に対して、貢献意欲及び経営への参加意識等の向上を図るため、新株予約権(以下、｢ストッ

ク・オプション｣という)を219個付与しております。ストック・オプションの目的となる株式数は438,000

株であり、 発行済株式総数の6.5％に相当しております。これらのストック・オプションの行使が行われ

た場合には、当社の１株当たりの企業価値は希薄化し、株価に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫個人情報について 

当社は個人広告の取扱い及び通信販売業務に関連して個人情報等を取得しておりますが、取得した個人

情報については、利用目的を明示し、その範囲内でのみ利用しております。また、管理につきましても、

情報の機密を保持しセキュリティを確保するために個人情報保護管理者をはじめ、個人情報保護監査責任

者によるチェックを行う個人情報管理体制を整備しております。 

しかし、今後外部からの不正アクセス等による不測の事態によって個人情報が社外に漏洩した場合、当

社に対する社会的信用の低下や損害賠償請求等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬与信リスクについて 

当社は、取引先について社内規程による与信管理体制を整え健全な取引先の構築に注意を払っておりま

す。しかし、かかる努力にもかかわらず、今後の社会情勢、景気の動向及び企業収益の状況の変化等によ

り、売上代金の回収率が悪化した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

⑭広告掲載基準について 

当社の事業は、メディア事業及び広告事業における広告の掲載又は仲介により広告主から広告掲載料又

は仲介料を受け取ることにより収益を計上しております。 

当社が取扱う又は仲介する広告につきましては、当社及び広告を掲載する媒体の広告基準に準じて他者

の著作権等を侵害するもの、不適切な表現、違法な事業・活動に該当すると判断したものは、広告の掲載

内容の変更を提案又は掲載及び仲介を取りやめることとしております。 

しかし、広告掲載基準に準じた広告を掲載又は仲介したのち、当該広告が違法な事業・活動等に関連し

ていることが判明した場合、当社に対する社会的信用の低下並びに社会的責任及び道義的責任が発生し、

当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

⑮健康食品及び化粧品の安全性によるリスク 

当社は通販事業において、お客様向けに健康食品及び化粧品の通信販売を行っております。商品仕入の

際は、徹底した品質基準の厳守を行っております。しかし販売した商品に法令違反又は瑕疵などがあり、

当該商品の安全性等に問題が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑯減損会計について 

当社は、平成18年３月期から減損会計の適用に伴い、現時点において業績に重要な影響を与えるような

減損が生じる可能性は低いものと判断しております。しかしながら、今後の固定資産の時価の動向、固定

資産の利用状況及び固定資産から得られるキャッシュ･フローの状況等によっては、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
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２． 企業集団の状況  

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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３． 経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社の事業内容のキーワードは｢地域社会への貢献｣であり、メディア事業と広告事業をとおして、地域に

密着し、地域経済を活性化するという理念の基に事業を展開しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、経営指標として売上総利益率及び、営業利益率を重視いたしております。広告事業からメディア

事業へのウエイトシフトによる業態の転換により、売上総利益率の向上に努めてまいります。また、メディ

ア事業においては、エリアごとの営業利益率を勘案しつつ生活情報誌の発行エリアの拡大を図ってまいりま

す。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略  

当社は、前述のとおり事業内容のキーワードは｢地域社会への貢献｣であり、メディア事業と広告事業をと

おして、地域に密着し、地域経済を活性化するという理念の基に事業を展開しております。その理念に基づ

きメディア事業において積極的に生活情報誌を発刊してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社はメディア事業での拠点の新設による生活情報誌の発行エリアと発行誌の増加により、業容の拡大と

メディア事業への経営資源のシフトによる収益構造の転換を図り、地域に根ざした総合広告会社としての地

位を揺るぎないものとするため邁進いたします。 

この基本方針を完遂するため以下の課題に対処してまいります。 

 

①メディア事業の推進 

市町村合併が促進され、地方の時代、地方分権が叫ばれている昨今、地方のあり方が問われております。

また、少子高齢化、核家族化による地域の絆も薄れているといわれております。 

このような状況のなか、当社は、地域経済の活性化による地方の再生が焦眉の急であり、そのためには

地域に密着した生活情報の提供が不可欠であると認識しております。当社の発行する生活情報誌は、エリ

ア内の文化・歴史・伝統・風俗等に焦点を当てながら、地域に密着し生活に役立つ広告情報(分野は衣食

住から健康・レジャー・観光・スクール・金融・求人等)を提供するという地域限定型の生活情報誌であ

り、地域経済の活性化の一端を担うものであると自負しております。当社は、地域で育った人材を積極的

に登用し、特定の地域内で有効な生活情報を提供することで新しい街づくり、街おこしに貢献すべく、メ

ディア事業を推進してまいります。 

 

②人材の確保・育成について 

当社の事業は、地域に密着した有益な生活情報の発信を目的としておりますが、有益な情報の収集（マ

ーケティング）や提案（クリエイティブ）は従業員の能力・スキルに頼る部分が大きく、いかに優秀な人

材を確保・育成するかが企業経営を左右するものと認識しております。 

当社では、人材の育成を重要事項と位置付け、研修の充実を図り、従業員のマーケティング・クリエイ

ティブ能力の向上を図ってまいります。 
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③１クール営業活動管理方式の強化 

 広告業界におきましては、３か月を１単位とする１クールでの広告取扱いが通例であります。当社で

は、広告業界の慣例に合わせて、新商品発表や、季節ごとの施策等が多いことから、１クールごとに従業

員へのインセンティブ表彰制度を実施し、従業員一人一人の目標を明確化することで、目標意識を向上さ

せるとともに、数値管理による経営体制の充実を図ってまいります。さらに仕入原価の見直し等により売

上総利益率の向上を図り、無駄な経費を排除し、営業利益目標達成の意識向上を徹底してまいります。 

 

（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４. 中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表     

 (単位：千円、％) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区 分 
注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比

対前中間期比 
増減 

金額 構成比

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２ 1,043,657 556,003 △487,654 1,307,295

２ 受取手形 ※３ 248,156 146,916 △101,240 178,653

３ 売掛金  719,500 607,319 △112,180 769,393

４ たな卸資産  12,831 14,480 1,648 7,905

５ 繰延税金資産  105,573 77,000 △28,573 79,222

６ その他  18,363 29,868 11,504 18,469

７ 貸倒引当金  △34,926 △12,826 22,100 △23,433

流動資産合計  2,113,155 61.9 1,418,761 52.3 △694,393 2,337,506 64.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 276,743 260,829 △18,774 269,145

(2) 土地 ※２ 631,437 631,416 △21 631,416

(3) その他  14,751 49,282 34,531 13,997

有形固定資産合計  922,932 27.0 941,527 34.7 18,595 914,559 25.2

２ 無形固定資産  20,252 0.6 19,988 0.7 △263 20,120 0.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 108,772 92,276 △11,496 103,928

(2) 差入保証金  214,971 211,140 △3,831 214,420

(3) その他  175,424 180,925 501 176,203

(4) 貸倒引当金  △139,586 △151,073 △11,486 △143,837

投資その他の資産 
合計 

 359,582 10.5 333,268 12.3 △26,313 350,714 9.7

固定資産合計  1,302,766 38.1 1,294,785 47.7 △7,981 1,285,394 35.5

資産合計  3,415,921 100.0 2,713,547 100.0 △786,144 3,622,900 100.0
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(単位：千円、％) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区 分 
注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比

対前中間期比 
増減 

金額 構成比

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  847,090 559,783 △287,306 887,112

２ 短期借入金 ※２ 869,500 683,504 △185,995 945,000

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２ 108,747 85,825 △22,922 115,825

４ 未払法人税等  3,767 4,127 360 7,220

５ 賞与引当金  32,000 37,800 5,800 32,000

６ その他 ※４ 109,929 102,988 △6,941 143,923

流動負債合計  1,971,034 57.7 1,474,028 54.3 △497,005 2,131,080 58.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  200,000 200,000 0 200,000

２ 長期借入金 ※２ 684,113 332,903 △351,210 534,049

３ 繰延税金負債  17,266 9,580 △7,686 15,617

固定負債合計  901,379 26.4 542,483 20.0 △358,896 749,666 20.7

負債合計  2,872,413 84.1 2,016,512 74.3 △939,672 2,880,747 79.5

      

(純資産の部)      

 Ⅰ  株主資本      

１ 資本金  309,000 9.0 378,950 14.0 69,950 378,500 10.5

２ 資本剰余金    

   (1)  資本準備金  － 69,450 69,450 69,000

     資本剰余金合計  － － 69,450 2.5 － 69,000 1.9

３ 利益剰余金    

  (1)  利益準備金  3,000 8,000 5,000 3,000

  (2)  その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  205,357 227,775 22,417 268,698

     利益剰余金合計  208,357 6.1 235,775 8.7 27,417 271,698 7.5

   株主資本合計  517,357 15.1 684,175 25.2 166,817 719,198 19.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
評価差額金 

 26,149 12,859 △13,289 22,954

    評価・換算差額等合計  26,149 0.8 12,859 0.5 △13.289 22,954 0.6

     純資産合計  543,507 15.9 697,035 25.7 153,527 742,153 20.5

  負債純資産合計  3,415,921 100.0 2,713,547 100.0 △702,374 3,622,900 100.0

(注)  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）中間損益計算書  

 (単位：千円、％) 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区 分 
注記
番号 

金額 百分比 金額 百分比

対前中間期比 
増減 

金額 百分比

Ⅰ 売上高  2,235,870 100.0 2,161,484 100.0 △74,385 4,678,843 100.0

Ⅱ 売上原価  1,528,208 68.4 1,446,012 66.9 △82.196 3,216,352 69.7

   売上総利益  707,661 31.6 715,472 33.1 7,810 1,462,491 31.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  617,463 27.6 696,924 32.2 79,461 1,264,437 27.0

   営業利益  90,198 4.0 18,547 0.9 △71,650 198,053 4.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 7,904 0.4 13,110 0.6 5,206 33,608 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 21,901 1.0 18,942 0.9 △2,958 65,214 1.5

   経常利益  76,201 3.4 12,715 0.6 △63,486 166,448 3.6

Ⅵ 特別利益 ※３ － － 4,744 0.2 4,744 1,510 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 4,235 0.2 2,210 0.1 △2,025 4,287 0.1

税引前中間(当期) 
純利益 

 71,966 3.2 15,250 0.7 △56,716 163,672 3.5

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 1,603 0.0 2,051 0.1 448 3,616 0.1

   法人税等調整額  △7,826 △0.3 2,222 0.1 10,048 18,525 0.4

   中間(当期)純利益  78,189 3.5 10,977 0.5 △67,212 141,530 3.0

    

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

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 309,000 － 1,000 141,567 142,567 451,567 37,943 489,511

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 － － － － － － － －

剰余金の配当(注)２  － － － △12,400 △12,400 △12,400 － △12,400

剰余金の配当に伴う 

利益剰余金の積立て 

(注)２ 

－ － 2,000 △2,000 － － － －

中間純利益 － － － 78,189 78,189 78,189 － 78,189

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

（純額） 

－ － － － － － △11,793 △11,793

中間会計期間中の変動額 

合計 
－ － 2,000 63,789 65,789 65,789 △11,793 53,996

平成18年９月30日残高 309,000 － 3,000 205,357 208,357 517,357 26,149 543,507

(注) １ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

      ２ 平成18年６月の定時株主総会決議による利益処分項目であります。 

 

 

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) 

(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
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

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 378,500 69,000 3,000 268,698 271,698 719,198 22,954 742,153

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 450 450 － － － 900 － 900

剰余金の配当 (注)２ － － － △46,900 △46,900 △46,900 － △46,900

剰余金の配当に伴う 

利益剰余金の積立て 

(注)２ 

－ － 5,000 △5,000 － － － －

中間純利益 － － － 10,977 10,977 10,977 － 10,977

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

（純額） 

－ － － － － － △10,094 △10,094

中間会計期間中の変動額 

合計 
450 450 5,000 △40,922 △35,922 △35,022 △10,094 △45,117

平成19年９月30日残高 378,950 69,450 8,000 227,775 235,775 684,175 12,859 697,035

(注) １ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

      ２ 平成19年６月の定時株主総会決議による利益処分項目であります。 
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前事業年度の要約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

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

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 309,000 - 1,000 141,567 142,567 451,567 37,943 489,511

事業年度中の変動額     

新株の発行 69,500 69,000 - - - 138,500 - 138,500

剰余金の配当 (注)２ - - - △12,400 △12,400 △12,400 - △12,400

剰余金の配当に伴う 

利益剰余金の積立て 

(注)２ 

- - 2,000 △2,000 - - - -

当期純利益 - - - 141,530 141,530 141,530 - 141,530

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

- - - - - - △14,988 △14,988

事業年度中の変動額合計 69,500 69,000 2,000 127,130 129,130 267,630 △14,988 252,641

平成19年３月31日残高 378,500 69,000 3,000 268,698 271,698 719,198 22,954 742,153

(注) １ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

      ２ 平成18年６月の定時株主総会決議による利益処分項目であります。 
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

 

 前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

前事業年度の要約 
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 金額 金額 

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  71,966 15,250 163,672

   減価償却費  10,899 10,637 22,063

   貸倒引当金の増減額（△減少）  5,580 △5,062 △1,661

   賞与引当金の増加額  7,900 5,800 7,900

   受取利息及び受取配当金  △1,626 △2,260 △3,855

   支払利息及び社債利息  19,337 13,005 38,839

   投資有価証券評価損  2,000 520 2,000

   減損損失  1,145 － 1,166

   会員権評価損  1,090 1,690 1,090

   売上債権の増減額（△増加）  △289,911 165,884 △270,301

   たな卸資産の増減額（△増加）  3,942 △6,574 8,868

   仕入債務の増減額（△減少）  299,856 △327,635 341,736

   破産更生債権等の増減額（△増加）  980 △5,545 △3,270

   その他  11,170 △24,881 62,704

    小計  144,330 △159,172 370,952

   利息及び配当金の受取額  543 1,827 1,585

   利息の支払額  △17,400 △12,704 △37,198

   法人税等の支払額  △2,605 △3,550 △2,554

  営業活動によるキャッシュ・フロー  124,867 △173,600 332,785

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   定期預金預入による支出  △42,559 △7,000 △191,245

   定期預金解約による収入  － 451,204 －

   有形固定資産の取得による支出  △927 △37,473 △3,638

   投資有価証券の取得による支出  △5,000 △5,000 △5,000

   差入保証金の差入による支出  △1,980 △1,503 △3,894

   差入保証金の返還による収入       1,351 4,782      3,834

   出資による支出  － △10 －

   長期貸付金の回収による収入  1,200 － 2,200

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △47,916 405,000 △197,744

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金の純減少額  △76,500 △261,495 △1,000

   長期借入れによる収入  △44,021 － 70,000

   長期借入金の返済による支出  － △231,146 △257,007

   配当金の支払額  △12,400 △46,585 △12,400

   株式の発行による収入  － 738 137,435

   株式上場費用の支払額  － － △13,086

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △132,921 △538,488 △76,057

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △55,969 △307,087 58,982

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   469,498 528,481 469,498

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 413,528 221,393 528,481

(注)  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 
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 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間会計期間末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) たな卸資産 

 ① 商品 

 総平均法による原価法 

② 原材料 

 総平均法による原価法 

③ 仕掛品 

個別法による原価法 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物（建物附属設備は除く） 

平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法によっております。 

② 建物以外 

平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等

償却によっております。 

（会計処理の変更） 

 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。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微で

あります。 

（追加情報） 

 なお、平成19年３月31日以前に所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５年間で均等償却する方法によっております。当該変更に伴

う損益に与える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

     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

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

当該資産の有効期間にわたり、均等償却しております。 

 

 



 
 
 

株式会社 中 広 （2139）平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

―  ― - 19 -

   

項目 
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) 

  

４ 繰延資産の処理方法 

 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理しております。 

５ 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、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。 

(2) 賞与引当金 

     従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上

しております。 

６ 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。 

７ 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か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。 

８ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(平成19年９月30日) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 306,886千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 327,941千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 317,672千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

定期預金 

建物 

453,093千円

221,725千円

土地    571,535千円

投資有価証券  53,728千円

 合 計  1,300,083千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

   短期借入金     845,000千円 

   長期借入金     788,016千円 

(内一年内返済予定長期借入金  

104,623千円) 

 合 計    1,633,016千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 209,113千円

土地   570,390千円

投資有価証券  40,841千円

 合 計   820,346千円

 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

   短期借入金    583,504千円 

   長期借入金    386,778千円 

(内一年内返済予定長期借入金  

70,875千円)

 合 計    970,282千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

定期預金  453,314千円

建物  215,074千円

土地   570,390千円

投資有価証券   51,703千円

 合 計 1,290,483千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

   短期借入金    845,000千円 

   長期借入金    611,024千円 

(内一年内返済予定長期借入金 

               100,875千円)

 合 計    1,456,024千円 
 

※３ 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。 

なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次

の当中間会計期間末日満期手形

を満期日に決済が行われたもの

として処理しております。 

 

 受取手形      21,520千円 

 

※３ 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受取手形      4,088千円 

 

※３ 期末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われ

たものとして処理しておりま

す。 

なお、前期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満

期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理しておりま

す。 

 

 受取手形      3,955千円 

 

※４ 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。 

※４ 同左 ― 

 



: 
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(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         1,089千円 

受取地代家賃     4,104千円 

保険金収入      1,288千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息          1,695千円

受取地代家賃      8,504千円

保険金収入        726千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息          3,225千円

受取地代家賃     10,621千円

保険金収入     17,383千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         18,489千円 

社債利息          847千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         12,154千円

社債利息          850千円

株式交付費      161千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         37,150千円

社債利息        1,688千円

株式上場費用     13,086千円

株式交付費    5,907千円

 

※３ ――― ※３ 特別利益の内訳 

   貸倒引当金戻入益 4,744千円

※３ 特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入益 1,510千円

 

※４  特別損失の内訳 

投資有価証券評価損2,000千円 

会員権評価損      1,090千円 

減損損失          1,145千円 

 

※４  特別損失の内訳 

投資有価証券評価損  520千円

会員権評価損      1,690千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価証券評価損2,000千円

会員権評価損      1,090千円

減損損失          1,166千円

 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産    10,767千円 

   無形固定資産      131千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産    10,505千円

   無形固定資産       131千円

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産    21,799千円

   無形固定資産      263千円

 



更新日時:11/14/2007 8:50:00 AM 印刷日時:07/11/14 
 

 
株式会社 中 広 （2139）平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

―  ― - 22 -

(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) 6,200,000 ― ― 6,200,000 

２．自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

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 

(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28日 

定時株主総会 
普通株式 12,400 2.00 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後となるもの 

 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) 
 

１．発行済株式に関する事項 

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) 6,700,000 6,000 ― 6,706,000 

(変動事由の概要) 

普通株式の発行済株式の増加は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

２．自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

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 

(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 46,900 7.00 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後となるもの 

 該当事項はありません。 
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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) 
 

１．発行済株式に関する事項 

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) 6,200,000 500,000 ― 6,700,000 

(変動事由の概要) 

普通株式の発行済株式の増加は、公募増資によるものであります。 

２．自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

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 

(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28日 

定時株主総会 
普通株式 12,400 2.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 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 利益剰余金 46,900 7.00 平成19年３月31日平成19年６月29日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 
(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 現金及び現金同等物の当中間会

計期間末残高と中間貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

   現金及び預金  1,043,657千円 

   預入期間３か月超の 

定期預金    △630,129千円 

   現金及び 

現金同等物   413,528千円 

 

※ １ 同左 

 

 

 

   現金及び預金  556,003千円

   預入期間３か月超の 

定期預金    △334,610千円

   現金及び 

現金同等物   221,393千円

 

※１ 現金及び現金同等物の当事業

年度末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

   現金及び預金 1,307,295千円

   預入期間３か月超の 

定期預金    △778,814千円

   現金及び 

現金同等物    528,481千円
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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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

車 両 工具器具 

運搬具 備 品  合 計 

        (千円)  (千円) (千円)  

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 

工具器具備品 

            (千円) 

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 

         
 工具器具備品 

            (千円)  

取 得 価 額 
相 当 額 

4,176 18,312 22,488 

減価償却累 
計額相当額 

 3,828  6,702 10,530 

中 間 期 末
残高相当額 

   348 11,609 11,957 

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。 

 

取 得 価 額
相 当 額

 63,423

減価償却累
計額相当額

 14,152

中 間 期 末
残高相当額

 49,271

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。 

  取 得 価 額 
相 当 額 

59,453 

減価償却累 
計額相当額 

  7,506 

期 末 残 高 
相 当 額 

 51,947 

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

額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内          3,445千円 

１年超            8,512千円 

 合 計     11,957千円 

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

当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内         12,566千円 

１年超           37,703千円 

 合 計     50,270千円 

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未経過リース料期末残高相当額等

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       12,073千円

１年超      39,873千円

 合 計    51,947千円

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、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 

支払リース料      2,320千円 

減価償却費相当額  2,320千円 
 

 

  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 

支払リース料   6,671千円

減価償却費相当額 6,671千円
 

  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 

支払リース料    6,557千円

減価償却費相当額 6,557千円
 

 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 定額法によっており

ます。 

 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 

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。 

 

(減損損失について) 

   当中間会計期間において認識され

た減損損失はありません。 

 

 

(減損損失について) 

   当中間会計期間において認識され

た減損損失はありません。 

 

 

(減損損失について) 

   当事業年度において認識された減

損損失はありません。 
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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) 

   

２ オペレーティングリース取引 

    未経過リース料 

１年以内    1,608千円 

１年超          3,618千円 

 合 計     5,226千円 
 

２ オペレーティングリース取引 

    未経過リース料 

１年以内 1,270千円

１年超  1,615千円

 合 計 2,885千円
 

２ オペレーティングリース取引 

    未経過リース料 

１年以内   1,608千円

１年超     2,814千円

 合 計   4,422千円
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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日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株 式 34,556 77,972 43,416

計 34,556 77,972 43,416

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 その他の有価証券 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式 25,800

その他 5,000

合計 30,800

(注) 当中間会計期間末において、その他有価証券で時価評価されていない株式について2,000千円の減損処理を行って
おります。  

 

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 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株 式 34,556 56,996 22,440

計 34,556 56,996 22,440

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 その他の有価証券 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式 30,800

その他 5,000

合計 35,800

(注) 当中間会計期間末において、その他有価証券で時価評価されていない株式について520千円の減損処理を行ってお
ります。 
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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 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株 式 34,556 73,128 38,572

計 34,556 73,128 38,572

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 その他の有価証券 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式 25,800

その他 5,000

合計 30,800

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式について2,000千円の減損処理を行っておりま
す。 

 

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) 

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) 

該当事項はありません。 

前事業年度末   (平成18年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

 

 

持分法損益等 

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。 
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１株当たり情報 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額   87円66銭 

１株当たり中間純利益  12円61銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益  

洗剤株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権残高

がありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額  103円94銭

１株当たり中間純利益  1円64銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益  1円63銭

１株当たり純資産額  110円77銭

１株当たり当期純利益  22円62銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益  22円09銭

（注）算定上の基礎 

 

 

１．１株当たり純資産額 

項目 

当中間会計期間 

(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)

中間貸借対照表及び貸借対照表の純

資産の部の合計額(千円) 
543,507 697,035 742,153

普通株式に係る純資産額 (千円) 543,507 697,035 742,153

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － －

差額の主な内訳 (千円) － － －

普通株式の発行済株式数（株） 6,200,000 6,706,000 6,700,000

普通株式の自己株式数（株） － － －

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（株） 
6,200,000 6,706,000 6,700,000
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２． １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

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)

中間損益計算書上の中間（当期）純

利益 (千円) 
78,189 10,977 141,530 

普通株主に係る中間（当期）純利益 

(千円) 

 

78,189 

  

10,977 

 

141,530 

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 (株) 6,200,000 6,704,689 6,256,164 

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳（株） 

 新株予約権 ― 40,051 152,220 

普通株式増加数（株） ― 40,051 152,220 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

新株予約権１種類

（新株予約権の目

的となる株式の数

470,000株） 

― ― 

 

 

 

 

重要な後発事象 

該当事項はありません。 



更新日時:11/14/2007 9:16:00 AM 印刷日時:07/11/14 9:38 
 
 

株式会社 中 広 （2139）平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

―  ― - 31 -

５ その他 

(１) 役員の異動 

  該当事項はありません。 

 

(２) 販売実績 

 (単位：千円、％)

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) セグメント区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

生活情報誌部門 403,730 18.0 415,844 19.2 851,081 18.2

その他の部門 334,520 15.0 265,566 12.3 714,730 15.2
メディア 

事 業 

計 738,250 33.0 681,410 31.5 1,565,811 33.4

広 告 事 業 1,497,619 67.0 1,480,074 68.5 3,113,032 66.6

合  計 2,235,870 100.0 2,161,484 100.0 4,678,843 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(３) 仕入実績 

 (単位：千円、％)

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) セグメント区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

生活情報誌部門 207,129 13.6 172,959 12.0 409,666 12.7

その他の部門 214,314 14.0 157,363 10.8 474,540 14.8
メディア 

事 業 

計 421,443 27.6 330,323 22.8 884,206 27.5

広 告 事 業 1,106,825 72.4 1,115,839 77.2 2,331,966 72.5

合  計 1,528,269 100.0 1,446,162 100.0 3,216,173 100.0

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


