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(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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 52,087 △0.7 697 24.9 852 22.6 465 2.0

18年９月中間期 52,443 9.4 558 16.0 694 21.8 456 65.0

19年３月期 108,874 － 1,353 － 1,632 － 1,050 －

 
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 53 50 － －

18年９月中間期 52 07 － －

19年３月期 120 32 － －

（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

 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 43,034 9,660 22.4 1,110 55

18年９月中間期 41,397 8,831 21.3 1,015 33

19年３月期 45,366 9,406 20.7 1,081 39

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,660百万円 18年９月中間期 8,831百万円 19年３月期 9,406百万円

 
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 1,941 △678 △792 1,898

18年９月中間期 2,489 △950 △1,530 1,435

19年３月期 3,880 △1,483 △2,395 1,427

 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 12 50 15 00 27 50 

20年３月期 15 00 －   
20年３月期（予想） － 15 00 30 00 

 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 110,000 1.0 1,600 18.2 1,900 16.4 1,070 1.8 123 00
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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 

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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 無 

② ①以外の変更        無 

  

(3）発行済株式数（普通株式） 

（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、28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） 

(2）個別財政状態 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 8,798,782株 18年９月中間期 8,798,782株 19年３月期 8,798,782株

② 期末自己株式数 19年９月中間期 100,240株 18年９月中間期 100,240株 19年３月期 100,240株

(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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 49,617 △1.6 597 12.3 749 17.0 407 △2.3

18年９月中間期 50,400 9.3 531 14.8 640 22.1 417 80.0

19年３月期 104,655 － 1,256 － 1,476 － 950 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 46 84 

18年９月中間期 47 58 

19年３月期 108 90 

 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 40,128 9,380 23.4 1,078 36

18年９月中間期 39,232 8,667 22.1 996 46

19年３月期 43,195 9,182 21.3 1,055 63

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,380百万円 18年９月中間期 8,667百万円 19年３月期 9,182百万円

 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 105,000 0.3 1,500 19.4 1,800 21.9 1,000 5.2 114 96

※ 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が

あります。 

 業績予想のご利用にあたっては、決算短信（連結）の添付資料の「１．経営成績(1)経営成績に関する分析（通期

の見通し）」をご参照下さい。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

  

 （当中間期の経営成績） 

 当中間連結会計年度のわが国の建設業界は、設備投資の伸びを背景に、民間非住宅投資は好調さが維持されるもの

の、公共投資の落ち込みに加え、建築基準法改正に伴ない新築住宅着工が大きく落ち込み、先行きの見通しが厳しい

中、当業界の市場規模は前年を下回ると予想しております。 

 （兆円）

 
 （建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

 このような状況下、当社グループは一層のシェアアップと新規開拓を目指し、以下の基本戦略の下、具体的展開に

取組んでまいりました。 

  

 その結果、連結ベースの売上高は52,087百万円（前年同期比△0.7％）、売上総利益は5,145百万円（同＋4.1％）

となりました。販売費及び一般管理費は4,447百万円（同＋1.5％）で営業利益は697百万円（同＋24.9％）となりま

した。また、営業外損益の黒字が定着したことにより、経常利益は852百万円（同＋22.6％）となりました。 

 特別損益に貸倒引当金戻入額31百万円を計上した一方、役員退職慰労金38百万円を計上したことにより、中間純利

益は465百万円（同＋2.0％）となりました。 

  

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資（新設） 50.6     △3.1    
【住宅】
　　　  △4.5％

【非住宅】
　　　    4.9％

【政府】
 　　 　△6.0％

民間住宅 18.2     △4.5    
【持家】
　　　　　2.3％

【貸家】
　　　　　5.2％

【分譲】
　　　　　3.1％

民間非住宅 9.9      4.2      
【工場】
　 　　　12.8％

【事務所】
　　　　　6.6％

【店舗】
 　　　 　2.6％

政府 17.1     △7.5    
【建築】
　　　 　 0.4％

【土木】
　　　  △6.9％

リフォーム（既築） 7.7      2.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 58.4     △2.5    民間住宅 民間非住宅 政府

内　　　　　　訳

平成19年度見通し

１．３つのフルの追求  －  管材卸№１をめざす 

①フルカバー － 地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り 

②フルライン － お客様が欲しい商品は何でも提供 

③フル機能 － 引合からアフターメンテまでのサービスを何でも提供 

２．みらい活動  －  得意先さま、仕入先さま、当社が３位１体で増分に取組む 

①みらい市 － イベントを通じての増分活動 

②みらい会 － ３位１体での研修による増分活動  

③みらいチャンネル － 欲しい情報をいつでもどこでも得られるしくみ作り  

３．改善活動  －  企業価値をあげるための改善活動 

①人作り － 業界のプロとしての人材育成  

②しくみ作り － メーカーから工事店まで一貫した流れの改善 

③しかけ作り － ＩＴをフル活用した最良のシステム作り  
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部門別の状況は以下の通りです。 

①管材類 

 確認申請の遅れによる住宅着工数の落込みが新築物件を中心に大幅需要減。しかしながら、改修工事、非住宅分野

については取替え商材を中心に堅調に推移しました。当社グループと致しましては、市況対応、在庫の充実、分野別

拡販に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は21,077百万円（同＋0.5％）となりました。 

  

②衛生陶器、金具類（ＴＯＴＯ製品） 

 改正建築基準法の影響による新築住宅着工数の落込み、リフォーム需要の低迷に加え、価格競争の激化により、市

場環境は厳しい中で推移しました。当社グループと致しましては、売れる店作り、重点商品の拡販、施工付商品への

取組みに注力しました。 

  以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は16,073百万円（同△2.3％）となりました。 

  

③住宅設備機器類 

 新築住宅着工の低迷、リフォーム需要の弱含み、価格競争の激化等、厳しい環境が続いております。当社グループ

と致しましては、仕入先との広域対応、施工力の強化、ショールーム研修の強化に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は6,669百万円（同△5.2％）となりました。 

  

主要な商品 市場動向 当社の対応 

パイプ 

・素材高に伴う値上は一巡。 ・市況に応じた販売体制。 

・市況に弱含み感強まる。 ・在庫の充実。 

・住宅設備用途は樹脂化が進む。 ・安定した供給体制。 

継手  

・素材高に伴う値上は一巡。 ・在庫の充実。 

・鉄材は環境メッキの採用増加。 ・即納体制。  

・ＳＵＳ材、鍛造品の市況は高騰。  ・ネジ、メカ、加工等、各継手毎の拡販。 

バルブ  

・産業用は踊り場迎える。 ・在庫の充実。 

・汎用弁はボール弁の採用増える。 ・即納体制。 

・工業弁はプラント向け好調。  ・自動弁の自社組立機能の活用。  

化成品  

・住宅用は住宅着工数が落込み、需要減。 ・トータル受注の推進。 

・塩ビ材はレジン値上により、価格改定。 ・水道、戸建、集合分野へのシステム販売。 

・ポリエチレン材は給水、給湯用途が定着化。 ・システム配管の自社加工機能の活用。  

主要な商品 市場動向 当社の対応 

トイレ用品 

・住宅向けは需要減。 ・売れる店作り。 

・ウォシュレット一体型は新商品が活況。 ・一体型タイプの新商品拡販。 

・貸向けに低価格化進む。  ・リニューアル需要の取込み。 

システム商品 

・新築、リフォームともに需要減。 ・重点商品の拡販。 

・健康、掃除をテーマにした新商品の発売続く ・現場調査研修等による施工付商品の拡販。 

・システム型と単体型に二分化。 ・現物管理のシステム化。 

主要な商品 市場動向 当社の対応 

給湯機器 

・ガス－商品の長寿命化、電化で規模縮小。 ・店数の拡大で売上を確保。 

・石油－石油価格の高騰で規模縮小。 ・地方を中心に拠点店数の拡大。 

・電気－オール電化の伸張でエコキュート拡大 ・各地域で施工研修を実施。 

厨房設備 

・一体型－非住宅・アパート需要中心に堅調。 ・メーカーフルライン対応。 

・システム－取替需要の低迷で中高級が減少。 ・メーカーとの役割分担で営業力の強化。 

・ショールーム研修の強化。 

浴室設備 

・戸建－地域ハウスビルダーの台頭で低価格化 

・集合－新築は建築確認の遅れで先行き不透明 

・価格対応。 

・施工力、現場調査力の充実。 

 ・施工管理力の強化。 

洗面設備 

・ビルダー中心に低価格品は堅調。 

・中高級品はシステム化。 

・普及品は価格訴求。 

・中高級品はメーカー拡大。 

・ショールーム研修の強化。 
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④空調、ポンプ、その他 

 ルームエアコンは一時的な猛暑の影響はあったもののほぼ前年並み。パッケージエアコンは店舗、オフィス等の更

新需要が進まず、前年を下回りました。また、換気設備、ポンプは製造業向けに底堅い動きを示しております。当社

グループと致しましては、売れる店作り、仕入先との広域対応、機種選定能力の向上に注力しました。 

 以上の状況を踏まえ、売上高は8,266百万円（同＋3.5％）となりました。 

  

 （通期の見通し） 

 平成19年度の建設投資は、民間非住宅投資は好調が見込まれるものの、建築基準法改正に伴なう民間住宅の落ち込

み、公共投資の抑制等が予想され、当社グループに関連する建設業界の市場規模は昨年を下回るものと予想しており

ます。 

 このような環境下、当社グループは経営戦略として定めた前述の基本戦略に基づき、既存分野でのシェアアップ、

各地域ごとの新規開拓を図っていく所存です。通期見通しは、単体ベースで売上高105,000百万円、営業利益1,500百

万円、経常利益1,800百万円、当期純利益1,000百万円を見込んでおります。また、大明工機㈱、㈱ハットリビングを

加えた連結ベースでは、売上高110,000百万円、営業利益1,600百万円、経常利益1,900百万円、当期純利益1,070百万

円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当中間連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計年度末に比べ463

百万円増加（同＋32.3％）し、当中間連結会計年度末には1,898百万円となりました。 

 当中間連結会計年度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） 

 営業活動の結果、得られた資金は1,941百万円（同△22.0％）となりました。これは主に仕入債務の減少及び役員

退職慰労金の支払等によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は678百万円（同△28.6％）となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出の減少及び投資有価証券の取得による支出の減少と売却による収入の増加等によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は792百万円（同△48.2％）となりました。これは主に借入れによる収入の増加及

び借入金の返済による支出の減少等によるものです。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分については、収益力の向上を図ることにより、株主に対し安定した配当を行うとともに、業績に応じた利

益還元を行なうことを基本方針としております。 

 内部留保金につきましては、経営環境の変化に対応できる企業体質の確立と、経営基盤の維持に努めてまいりま

す。 

 当期の中間期における株主配当金につきましては、１株当たり配当金を前年同期比２円50銭増配の15円00銭といた

しました。 

 当期末の配当金につきましても、１株当たり配当金は15円を予想しております。これにより、中間配当金を含めま

した当期の年間配当金は、前期比２円50銭増の30円00銭を予想しております。 

 今後とも収益向上に努め、株主皆様のご期待にお応えすべく、更なる株主還元も検討して参りたく存じます。 

  

主要な商品 市場動向 当社の対応 

空調機器 

・家庭用－８月の猛暑効果も総量で前年減。 ・拠点店の拡大。 

・業務用－価格競争の激化で国内空調は収益悪化。 ・販売店への事業拡大提案。 

・産業用－設備投資は取替需要を中心に堅調。 ・機種選定能力の向上。 

換気機器 

・一般型－セントラル方式の拡大で総量は減少。 

・集中換気－浴室換気暖房機が伸張。 

・２大メーカーを中心にフルライン対応。 

・専業、住設系メーカーへも積極対応。 

  ・省エネ重視のトータル提案。 

ポンプ・水槽 

・設備用－汎用ポンプは取替需要が堅調。 ・有力販売店の拠点店化と店数の拡大。 

・家庭用－家庭用はメーカーが徐々に集約。 ・強いメーカーと組み、ルートを攻略。 

・土木用－リースが主力に。  ・小型排水ポンプ、宅内排水ポンプに注力 
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２．企業集団の状況 
(1）事業の内容 

 当社グループは、当社、子会社２社（大明工機株式会社、株式会社ハットリビング）により構成されており、管

工機材、衛生陶器、住宅設備機器、空調機器等の販売を主たる業務としております。 

 事業系統図は下記のとおりです。 

 
  

(2）関係会社の状況 

得
　
　
　
　
意
　
　
　
　
先

商品の仕入
当
　
　
社

大
明
工
機
㈱

連
結
子
会
社

商
品
の
仕
入

商
品
の
販
売

仕
　
　
　
　
入
　
　
　
　
先

商品の仕入 商品の販売

 
㈱
ハ
ッ

ト
リ
ビ
ン
グ

 
連
結
子
会
社

機器の販売

メンテナンス・工事請負

商品の販売

エ
ン
ド
ユ
ー

ザ
ー

東
京
ガ
ス
㈱

機器の仕入

ガスの開閉栓
等の業務受託

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主な事業の内容 

議決権の 

所有割合 

（％） 

関係内容  

（連結子会社） 

大明工機㈱ 

東京都中央区湊 

１丁目１番12号  
30,000 管工機材の販売 100 

商品の販売及び仕入 

役員の兼任あり  

（連結子会社） 

㈱ハットリビング 

東京都中央区日本橋

小伝馬町９番９号  
90,000 

ガス機器、機材の販

売、ガス工事の請負及

びメンテナンス業務  

100 役員の兼任あり  
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、人々の生活に欠かすことのできない『設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを追

求する』ことを企業理念として掲げ、社会に貢献できる企業を今後共目指してまいります。 

 そのために以下の「３つのベスト」を推進し、当社グループに関心を持って頂けるすべての方々にとっての「企

業価値向上」に努めてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業の成長、収益力の向上、財務体質の強化を目的に、今期より「平成20年度に目指す姿」と

して、以下の経営指標を目標としています。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、中長期に目指す姿として 

を掲げております。 

  

 そして、中長期的な経営戦略では以下の基本戦略に具体的に取り組んでまいります。 

  

・設備のベストコーディネーター 

－施主さま、工事店さまに、ベストな設備をご提案  

・流通としてベストパートナー  

－得意先さま、仕入先さま、当社グループで３位１体のベストなしくみの構築  

・会社としてベストカンパニー  

－株主さま、社員、社会からベストといわれる会社づくり  

 ・収益性（経常利益率2.5％体制へ） 

－粗利益率の向上、コストダウンの推進  

・成長性（月売上100億体制へ） 

－地域密着営業によるシェアアップ、新規開拓の推進 

・安定性（自己資本比率30％体制へ） 

－自己資本の充実、総資産の圧縮 

・販売部門では、管材卸№１の地位の確立 

・購買部門では、仕入先業界内トップディーラーとなる 

・機能強化では、オンリーワンの機能を充実させる 

１．営業戦略（３つのフルの追求） 

  － 管材卸№１をめざす  

①フルカバー    － 地域ごとに得意先をフルカバーする体制作り  

②フルライン    － お客様が欲しい商品は何でも提供  

③フル機能     － 引合からアフターメンテまでのサービス機能を何でも提供  

  

２．ネットワーク戦略（みらい戦略） 

  － 得意先さま、仕入先さま、当社が３位１体で増分に取組む 

①みらい市     － 全国各地で行なうみらい市を商売に  

②みらい会     － ３位１体での研修会による増分活動  

③みらいチャンネル － いつでもどこでも最新の情報が手に入る業界プラットフォームを  

  

３．効率化戦略（改善活動） 

  － 流通全体で最適なしくみ作り 

①人作り      － 業界のプロの人材育成（生産性の向上）  

②しくみ作り    － 標準化、見える化、５Ｓ活動を通じ、一貫した流れの改善  

③しかけ作り    － ＩＴをフル活用した層別に最良なシステム作り 
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(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く環境は、建設投資動向、素材高に伴う価格変動、市場競争の激化、法的規制への対応

等、今後共厳しい状況が予想されます。 

 このような環境下、当社グループは中長期的に利益ある成長を続けるために、「３つのフルの追求」「みらい活

動」「改善活動」といった中期戦略を具体的に展開すると共に、平成20年４月より始まるＪ－ＳＯＸに対応するた

めに内部統制体制を進め、今後共企業価値の向上に努めてまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  
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４．中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,435   1,898   1,427  

２．受取手形及び
売掛金 

※９  19,053   18,218   22,430  

３．たな卸資産   5,342   5,349   4,990  

４．債権売却未収
入金等 

※８  415   139   110  

５．その他   1,001   1,724   975  

貸倒引当金   △114   △1,086   △1,092  

流動資産合計   27,133 65.5  26,244 61.0  28,842 63.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構
築物 

※２ 2,045   2,247   2,224   

(2）土地 ※２ 5,888   6,824   6,824   

(3）その他  104 8,038  93 9,164  96 9,144  

２．無形固定資産   40   27   32  

３．投資その他の
資産           

(1）投資有価証
券 

※２ 
※３ 

3,339   4,369   4,238   

(2）長期貸付金  1,709   1,578   1,634   

(3）敷金及び保
証金  521   531   521   

(4）その他  2,713   2,611   2,478   

貸倒引当金  △2,098 6,184  △1,492 7,598  △1,525 7,347  

固定資産合計   14,263 34.5  16,790 39.0  16,524 36.4 

資産合計   41,397 100.0  43,034 100.0  45,366 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び
買掛金 

※９  21,484   23,171   25,346  

２．一年内返済予
定の長期借入
金 

※２  1,996   781   924  

３．一年内償還予
定の社債 

   2,000   1,250   2,400  

４．未払法人税等   190   59   225  

５．賞与引当金   218   282   268  

６．その他 
※３ 
※７  1,000   1,528   851  

流動負債合計   26,889 65.0  27,073 63.0  30,016 66.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   1,600   350   700  

２．長期借入金 ※２  1,347   3,241   2,260  

３．退職給付引当
金   442   452   445  

４．役員退職慰労
引当金   711   246   711  

５．預り保証金   582   636   605  

６．負ののれん   27   －   －  

７．その他   964   1,373   1,221  

固定負債合計   5,675 13.7  6,300 14.6  5,943 13.1 

負債合計   32,565 78.7  33,374 77.6  35,960 79.3 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   542 1.3  542 1.3  542 1.2

２．資本剰余金    434 1.0  434 1.0  434 0.9

３．利益剰余金    6,911 16.7  7,896 18.3  7,561 16.7

４．自己株式    △106 △0.3  △106 △0.2  △106 △0.2

株主資本合計   7,782 18.7  8,767 20.4  8,432 18.6 

Ⅱ 評価・換算差額
等           

１．その他有価証
券評価差額金   495 1.2  503 1.1  584 1.3

２．土地再評価差
額金   554 1.4  389 0.9  389 0.8

評価・換算差額
等合計   1,049 2.6  892 2.0  974 2.1 

純資産合計   8,831 21.3  9,660 22.4  9,406 20.7 

負債純資産合計   41,397 100.0  43,034 100.0  45,366 100.0 
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(2) 中間連結損益計算書 

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

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   52,443 100.0  52,087 100.0  108,874 100.0 

Ⅱ 売上原価   47,502 90.6  46,942 90.1  98,724 90.7 

売上総利益   4,941 9.4  5,145 9.9  10,150 9.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  4,382 8.4  4,447 8.6  8,797 8.1 

営業利益   558 1.0  697 1.3  1,353 1.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  82   143   196   

２．受取配当金  18   19   29   

３．仕入割引  234   278   497   

４．賃貸収入  95   134   217   

５．その他  88 518 1.0 44 620 1.2 175 1,115 1.0 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  87   87   174   

２．手形売却損  99   135   209   

３．売上割引  139   150   293   

４．賃貸費用  －   47   62   

５．その他  56 382 0.7 44 466 0.9 97 837 0.7 

経常利益   694 1.3  852 1.6  1,632 1.5 

Ⅵ 特別利益           

１．土地売却益  －   －   1,098    

２．投資有価証券売却
益  107   －   133    

３．貸倒引当金戻入額  13   31   －   

４．借地権売却益  － 120 0.2 － 31 0.1 2 1,233 1.1 

Ⅶ 特別損失           

１．貸倒引当金繰入額 
  
  

－   －   648   

２．商品評価損  －   －   211    

３．固定資産除却損  21   －   23    

４．役員退職慰労金  －   38   －    

５．投資有価証券評価
損  －   －   1    

６．その他  － 21 0.0 － 38 0.1 1 887 0.8 

税金等調整前中間
（当期）純利益   794 1.5  844 1.6  1,978 1.8 

法人税、住民税及
び事業税  197   48   679   

過年度法人税等  －   53   －   

法人税等調整額  140 337 0.6 277 379 0.7 248 928 0.8 

中間（当期）純利
益   456 0.9  465 0.9  1,050 1.0 
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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）  

 （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。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）  

  

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

 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

土地再評価

差額金 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 
       （百万円） 

542 434 6,571 △0 7,548 696 554 1,251 8,799

中間連結会計期間中の変動
額 

          

 剰余金の配当（注）    △109  △109     △109

 役員賞与（注）    △6  △6     △6

 中間純利益    456  456     456

 自己株式の取得     △106 △106     △106

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） 

      △201 － △201 △201

中間連結会計期間中の変動
額合計    （百万円） 

－ － 339 △106 233 △201 － △201 32

平成18年９月30日 残高 
     （百万円） 

542 434 6,911 △106 7,782 495 554 1,049 8,831

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

 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

土地再評価

差額金 

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日 残高 
       （百万円） 

542 434 7,561 △106 8,432 584 389 974 9,406

中間連結会計期間中の変動
額 

          

 剰余金の配当    △130  △130     △130

 中間純利益    465  465     465

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） 

      △81   △81 △81

中間連結会計期間中の変動
額合計    （百万円） 

－ － 334 － 334 △81 － △81 253

平成19年９月30日 残高 
     （百万円） 

542 434 7,896 △106 8,767 503 389 892 9,660
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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）  

  

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

 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

土地再評価

差額金 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 
       （百万円） 

542 434 6,571 △0 7,548 696 554 1,251 8,799

連結会計年度中の変動額           

 利益処分による剰余金の
配当 

   △109  △109     △109

 剰余金の配当    △108  △108     △108

 利益処分による役員賞与    △6  △6     △6

 当期純利益    1,050  1,050     1,050

 自己株式の取得     △106 △106     △106

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額） 

   164  164 △112 △164 △276 △112

連結会計年度中の変動額合
計       （百万円） 

－ － 990 △106 884 △112 △164 △276 607

平成19年３月31日 残高 
     （百万円） 

542 434 7,561 △106 8,432 584 389 974 9,406
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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（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     

税金等調整前中間（当期）
純利益  794 844 1,978 

減価償却費  68 72 139 

負ののれん償却額  △27 － △54 

退職給付引当金の増減額
（△は減少）  △117 7 △114 

貸倒引当金の増減額（△は
減少）  △343 △39 61 

賞与引当金の増減額（△は
減少）  28 13 78 

受取利息及び配当金  △100 △163 △225 

仕入割引  △234 △278 △497 

支払利息  87 87 174 

手形売却損  99 135 209 

土地売却益  － － △1,098 

投資有価証券売却益  △107 － △133 

役員退職慰労金  － 38 － 

売上債権の増減額（△は増
加）  2,873 4,829 △391 

たな卸資産の増減額（△は
増加）  △271 △359 80 

債権売却未収入金等の増減
額（△は増加）  130 △29 435 

仕入債務の増減額（△は減
少）  119 △2,718 3,953 

役員賞与の支払額  △6 － △6 

その他  111 27 213 

小計  3,103 2,468 4,803 

利息及び配当金の受取額  306 461 649 

利息の支払額  △186 △217 △383 

役員退職慰労金の支払額  － △503 － 

法人税等の支払額  △734 △266 △1,189 

営業活動によるキャッシュ・
フロー  2,489 1,941 3,880 
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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（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     

投資有価証券の取得による
支出  △1,269 △1,267 △2,122 

投資有価証券の売却・償還
による収入  761 1,000 849 

貸付けによる支出  △1,316 △1,423 △2,180 

貸付金の回収による収入  1,140 1,145 2,307 

有形固定資産の取得による
支出  △280 △86 △1,792 

有形固定資産の売却による
収入  － 0 1,438 

会員権売却による収入  20 － 20 

その他  △5 △46 △3 

投資活動によるキャッシュ・
フロー  △950 △678 △1,483 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー     

短期借入金の純増減額（△
は減少）  △10 － △10 

長期借入による収入  － 1,300 1,600 

長期借入金の返済による支
出  △801 △462 △2,560 

社債の償還による支出  △500 △1,500 △1,000 

株式貸借取引による支出  △3 － △100 

自己株式の取得による支出  △106 － △106 

配当金の支払額  △109 △129 △218 

財務活動によるキャッシュ・
フロー  △1,530 △792 △2,395 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）  8 471 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  1,426 1,427 1,426 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※１ 1,435 1,898 1,427 
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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 (1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

  

(1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

  

(1) 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

 大明工機株式会社 

 株式会社ハットリビング 

 (2) 非連結子会社名 

 該当事項はありません。 

(2) 非連結子会社名 

 該当事項はありません。 

(2) 非連結子会社名 

 該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社 

 該当事項はありません。 

持分法を適用しない非連結子会社 

 該当事項はありません。 

持分法を適用しない非連結子会社 

 該当事項はありません。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

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 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 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 

 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） 

時価のあるもの 

同左 

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 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

 商品 

 主として総平均法による

低価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 建物（附属設備を除く) 

…定額法 

同左 

  

同左 

 但し、連結子会社は定率法     

 その他…定率法 

 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……   

３～50年 

 機械装置及び運搬具…  

４～17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) 

   

  

  

  

（会計方針の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える

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。 

 この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 

 のれんについては、取得

後５年間の均等償却 

 ソフトウエア（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長期前払費用 

定額法 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）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、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づく

当中間連結会計期間負担額を

計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づく

当連結会計期間負担額を計上

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) 

 ③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

産の見込額に基づき、当中間

連結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。 

 なお、連結子会社について

は簡便法により計上しており

ます。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により

費用処理することとしており

ます。 

  数理計算上の差異は、各連

結会計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

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

③退職給付引当金 

同左 

  

  

③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

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 なお、連結子会社について

は簡便法により計上しており

ます。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により

費用処理することとしており

ます。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の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翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。 

  （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成18年４月に退職

一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は営業外

収益として22百万円計上されて

おります。 

──────  

  

 （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成18年４月に退職

一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は営業外

収益「その他」として22百万円

計上されております。 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づき、

中間期末要支給額の100％を計

上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づき、

期末要支給額の100％を計上し

ております。 

 (ニ）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。 

(ニ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ニ）重要なリース取引の処理方法 

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) 

 (ホ）重要なヘッジ会計の方法 (ホ）重要なヘッジ会計の方法 (ホ）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、特例処理の

要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

①ヘッジ会計の方法 

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 

金利スワップ取引 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

借入金 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により、有効性の評価を

行っております。 

 ただし、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ものについては、有効性の評

価を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしておりますの

で、有効性の評価を省略して

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

 (ヘ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ）その他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 

 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。 

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、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 
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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の変更 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は8,831百万円であります。 

 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

する会計基準等） 

 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」（企業会計基準委員会  平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。  

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は9,406百万円でありま

す。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表は、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日企

業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

──────  （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成18年12月22日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 連結財務諸表規則の改正による連

結財務諸表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。 

 （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、

「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、「負ののれん」と表示

しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 前中間連結会計期間において、

「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、「負ののれん償

却額」と表示しております。 

  （連結貸借対照表） 

 「営業権」は、当連結会計年度か

ら「のれん」として表示しておりま

す。 

（連結損益計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当連

結会計年度から「負ののれん償却

額」として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当連

結会計年度から「負ののれん償却

額」として表示しております。 
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表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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） 

──────  

  

 （中間連結損益計算書） 

 「賃貸費用」は、前中間連結会計期間まで営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「賃貸費用」の金

額は、29百万円であります。 

項目 
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．有形固定資産の減価

償却累計額 

1,831 百万円 1,943 百万円 1,885 百万円

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物及び構築物（202百万円）

並びに土地（2,723百万円）を

含んでおります。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物及び構築物（243百万円）

並びに土地（2,763百万円）を

含んでおります。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物及び構築物（193百万円）

並びに土地（2,723百万円）を

含んでおります。 

 建物及び 

構築物 
466 百万円

土地 3,398 百万円

計 3,865 百万円

建物及び 

構築物 
506 百万円

土地 3,439 百万円

計 3,945 百万円

建物及び 

構築物 
451 百万円

土地 3,398 百万円

計 3,850 百万円

 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 

 長期借入金 1,659 百万円 長期借入金 1,437 百万円 長期借入金 1,440 百万円

 (2) 取引上の債務に対する保証と

して次の資産を担保に供して

おります。 

(2) 取引上の債務に対する保証と

して次の資産を担保に供して

おります。 

(2) 取引上の債務に対する保証と

して次の資産を担保に供して

おります。 

 建物及び 

構築物 
202 百万円

土地 2,723 百万円

投資有価証券 540 百万円

計 3,466 百万円

建物及び 

構築物 
243 百万円

土地 2,763 百万円

投資有価証券 636 百万円

計 3,643 百万円

建物及び 

構築物 
193百万円

土地 2,723百万円

投資有価証券 639百万円

計 3,556百万円

※３．貸付投資有価証券  投資有価証券のうち、124百万円

については貸株に供しており、そ

の担保として受け入れた97百万円

は流動負債その他に計上しており

ます。 

───── ───── 

 ４．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金

47百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

42百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

44百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 ５．手形債権流動化に伴

う買戻義務額 

2,780 百万円 5,547 百万円 5,142 百万円

 ６．受取手形割引高 受取手形割引高 797 百万円 受取手形割引高 20 百万円 受取手形割引高 － 百万円

※７．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。 

同左 ───── 
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（中間連結損益計算書関係） 

項目 
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） 

※８．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（196

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（219百万円）であり

ます。 

 債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（139

百万円）であります。 

 債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（110

百万円）であります。 

※９．中間連結会計期間末

日満期手形（連結会計

年度末日満期手形） 

 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間の末

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 4 百万円

 支払手形 1,059 百万円

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

 受取手形 51 百万円

 支払手形 1,003 百万円

 連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。 

 なお、当連結会計年度の末日は

金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれており

ます。 

 受取手形 56 百万円

 支払手形 1,100 百万円

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) 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 646百万円 

給与手当 1,706百万円 

賞与引当金繰入額 218百万円 

退職給付費用 68百万円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 648百万円 

給与手当 1,646百万円 

賞与引当金繰入額 282百万円 

退職給付費用 63百万円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

運賃及び荷造費 1,304百万円 

貸倒引当金繰入額 23百万円 

給与手当 3,561百万円 

賞与引当金繰入額 268百万円 

退職給付費用 135百万円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付け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 

（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後となるもの 

  
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  8,798,782 － － 8,798,782 

合計 8,798,782 － － 8,798,782 

 自己株式         

   普通株式 （注） 240 100,000 － 100,240 

合計 240 100,000 － 100,240 

（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 109 12円50銭  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月22日 

取締役会 
普通株式 108 利益剰余金 12円50銭  平成18年９月30日  平成18年12月14日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
  
１．発行済株式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 

  

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（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後となるもの 

  
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  8,798,782 － － 8,798,782 

合計 8,798,782 － － 8,798,782 

 自己株式         

   普通株式 100,240 － － 100,240 

合計 100,240 － － 100,240 

（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16日 

取締役会 
普通株式 130 15円00銭  平成19年３月31日  平成19年６月14日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月15日 

取締役会 
普通株式 130 利益剰余金 15円00銭  平成19年９月30日  平成19年12月14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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付け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 

（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 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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  8,798,782 － － 8,798,782 

合計 8,798,782 － － 8,798,782 

 自己株式         

   普通株式 （注） 240 100,000 － 100,240 

合計 240 100,000 － 100,240 

（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 109 12円50銭  平成18年３月31日  平成18年６月29日

平成18年11月22日 

取締役会 
普通株式 108  12円50銭  平成18年９月30日  平成18年12月14日

（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16日 

取締役会 
普通株式 130 利益剰余金 15円00銭  平成19年３月31日  平成19年６月14日

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

平成18年９月30日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,435

現金及び現金同等物  1,435

平成19年９月30日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,898

現金及び現金同等物  1,898

平成19年３月31日現在

（単位：百万円）

現金及び預金  1,427

現金及び現金同等物  1,427
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（前連結会計年度末）（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

 (1）株式 780 1,634 853 

 (2）その他 1,628 1,624 △3 

合計 2,409 3,259 849 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券   

非上場株式 80 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

 (1）株式 836 1,784 948 

 (2）その他 2,503 2,415 △87 

合計 3,339 4,200 861 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券   

非上場株式 167 

非上場社債 1 

合計 168 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 807 1,841 1,034 

(2）その他 2,304 2,268 △35 

合計 3,112 4,110 998 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 127 
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（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

（前連結会計年度末）（平成19年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いて

おります。 

（セグメント情報） 

ａ．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）

 当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等の卸業者として、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機

器類及び空調機器類の仕入、販売を行っております。 

 当該事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント

の資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

ｂ．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）

 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、該当事項はありません。 

ｃ．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）

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

（開示の省略） 

 リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

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株当たり中間純利益
金額 

1,015円33銭 

    52円07銭 

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純利益
金額 

1,110円55銭

53円50銭

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益
金額 

1,081円39銭

120円32銭

 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。 

 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。 

 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。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益 
（百万円） 

456  465  1,050  

普通株主に帰属しない金額
（百万円） 

－  －  －  

普通株式に係る中間（当期）
純利益（百万円） 

456  465  1,050  

期中平均株式数（株） 8,765,209  8,698,542  8,731,967  

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） 

固定資産の譲渡 

 当社は、資産の有効活用を図り財

務体質の強化を進める為、賃貸物件

（駐車場）である東京都中央区日本

橋箱崎町の土地を㈱プロパストに平

成18年12月26日付で譲渡いたしまし

た。 

 (1)譲渡資産の内容 

   土地       508.19㎡ 

 (2)譲渡価格 

           1,475百万円  

 当該固定資産の譲渡による譲渡

益は平成19年３月期において、固

定資産売却益として概算11億円を

計上する予定であります。 

────── ────── 
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（ストック・オプション等関係） 

   前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係） 

   前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（売上高の状況） 

  商品別売上高 

 （単位：百万円）

  
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）

   ％  ％  ％ 

 管材類 20,970 40.0 21,077 40.4 43,722 40.1 

 衛生陶器・金具類 16,451 31.4 16,073 30.9 33,819 31.1 

 住宅設備機器類 7,034 13.4 6,669 12.8 15,028 13.8 

 空調・ポンプ・その他 7,988 15.2 8,266 15.9 16,304 15.0 

合計 52,443 100.0 52,087 100.0 108,874 100.0 
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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（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  1,100   1,575   1,134   

２．受取手形 ※９ 3,135   2,707   5,346   

３．売掛金  14,606   14,036   15,765   

４．たな卸資産  4,965   4,915   4,580   

５．債権売却未収入金
等 

※８ 415   139   110   

６．その他  971   1,117   899   

貸倒引当金  △105   △1,070   △1,069   

流動資産合計   25,089 64.0  23,421 58.4  26,767 62.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,813   2,028   1,997   

(2）土地 ※２ 5,797   6,733   6,733   

(3）その他  147   133   139   

有形固定資産合計  7,759   8,895   8,869   

２．無形固定資産  22   19   19   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 
※２ 
※３ 

3,309   4,342   4,208   

(2）長期貸付金  1,709   1,578   1,634   

(3）敷金及び保証金  498   508   499   

(4）その他  2,937   2,854   2,721   

貸倒引当金  △2,093   △1,491   △1,525   

投資その他の資産
合計  6,360   7,792   7,538   

固定資産合計   14,142 36.0  16,707 41.6  16,428 38.0 

資産合計   39,232 100.0  40,128 100.0  43,195 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※９ 9,200   8,867   9,465   

２．買掛金  10,833   12,809   14,350   

３．一年内返済予定の
長期借入金 

※２ 1,972   766   900   

４．一年内償還予定の
社債 

  2,000   1,250   2,400   

５．未払法人税等  189   15   190   

６．賞与引当金  200   260   250   

７．その他 
※３ 
※７ 

655   594   634   

流動負債合計   25,051 63.9  24,564 61.2  28,191 65.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  1,600   350   700   

２．長期借入金 ※２ 1,300   3,208   2,225   

３．退職給付引当金  389   404   393   

４．役員退職慰労引当
金  711   246   711   

５．預り保証金   567   620   589   

６．その他  945   1,355   1,202   

固定負債合計   5,513 14.0  6,184 15.4  5,822 13.5 

負債合計   30,564 77.9  30,748 76.6  34,013 78.7 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金   542 1.4  542 1.4  542 1.2

２．資本剰余金            

  (1)資本準備金   434   434   434   

 資本剰余金合計    434 1.1 434 1.1   434 1.0 

３．利益剰余金            

  (1)利益準備金   75   75   75   

  (2)その他利益剰
余金 

           

  固定資産圧縮
積立金 

  1,599   2,173   2,185   

  別途積立金   4,420   4,420   4,420   

  繰越利益剰余
金 

  647   941   651   

利益剰余金合計    6,743 17.2 7,610 18.9   7,333 17.0 

４．自己株式    △106 △0.3  △106 △0.3  △106 △0.2

株主資本合計   7,613 19.4  8,480 21.1  8,203 19.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   499 1.3  509 1.3  589 1.4

２．土地再評価差額金   554 1.4  389 1.0  389 0.9

評価・換算差額等合
計   1,053 2.7  899 2.3  978 2.3 

純資産合計   8,667 22.1  9,380 23.4  9,182 21.3 

負債純資産合計   39,232 100.0  40,128 100.0  43,195 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   50,400 100.0  49,617 100.0  104,655 100.0 

Ⅱ 売上原価   45,867 91.0  44,961 90.6  95,397 91.2 

売上総利益   4,532 9.0  4,655 9.4  9,258 8.8 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費   4,000 7.9  4,058 8.2  8,001 7.6 

営業利益   531 1.1  597 1.2  1,256 1.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  487 1.0  605 1.2  1,047 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  378 0.8  452 0.9  827 0.8 

経常利益   640 1.3  749 1.5  1,476 1.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  119 0.2  24 0.1  1,233 1.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  21 0.1  38 0.1  874 0.8 

税引前中間
（当期）純利
益 

  738 1.4  735 1.5  1,836 1.8 

法人税、住民
税及び事業税 

  192   4   638   

過年度法人税
等 

  －   53   －   

法人税等調整
額 

  129 321 0.6 270 328 0.7 247 885 0.9 

中間（当期）
純利益   417 0.8  407 0.8  950 0.9 
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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） 

 （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。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資産

圧縮積立

金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 1,614 3,860 892 6,442 △0 7,419 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金取崩額

（注） 
        △14   14 －   － 

別途積立金の積立（注）           560 △560 －   － 

剰余金の配当（注）             △109 △109   △109 

役員賞与（注）             △6 △6   △6 

中間純利益             417 417   417 

自己株式の取得                 △106 △106 

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） 
－ － － － △14 560 △245 300 △106 194 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 1,599 4,420 647 6,743 △106 7,613 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
697 554 1,252 8,671 

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金取崩額

（注） 
      － 

別途積立金の積立（注）       － 

剰余金の配当（注）       △109 

役員賞与（注）       △6 

中間純利益       417 

自己株式の取得       △106 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△198   △198 △198 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△198 － △198 △4 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
499 554 1,053 8,667 
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当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資産

圧縮積立

金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 2,185 4,420 651 7,333 △106 8,203 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金取崩額         △12   12 －   － 

剰余金の配当             △130 △130   △130 

中間純利益             407 407   407 

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） 
－ － － － △12 － 289 277 － 277 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 2,173 4,420 941 7,610 △106 8,480 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
589 389 978 9,182 

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金取崩額       － 

剰余金の配当       △130 

中間純利益       407 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△79   △79 △79 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△79 － △79 197 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
509 389 899 9,380 
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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） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資産

圧縮積立

金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 1,614 3,860 892 6,442 △0 7,419 

事業年度中の変動額           

利益処分による固定資産圧縮積

立金取崩額 
        △14   14 －   － 

固定資産圧縮積立金取崩額         △23   23 －   － 

固定資産圧縮積立金の積立         609   △609 －   － 

利益処分による別途積立金の積

立 
          560 △560 －   － 

利益処分による剰余金の配当             △109 △109   △109 

剰余金の配当             △108 △108   △108 

利益処分による役員賞与             △6 △6   △6 

当期純利益             950 950   950 

自己株式の取得                 △106 △106 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
            164 164   164 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － 571 560 △241 890 △106 784 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
542 434 434 75 2,185 4,420 651 7,333 △106 8,203 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
697 554 1,252 8,671 

事業年度中の変動額     

利益処分による固定資産圧縮積

立金取崩額 
      － 

固定資産圧縮積立金取崩額       － 

固定資産圧縮積立金の積立       － 

利益処分による別途積立金の積

立 
      － 

利益処分による剰余金の配当       △109 

剰余金の配当       △108 

利益処分による役員賞与       △6 

当期純利益       950 

自己株式の取得       △106 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△108 △164 △273 △108 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△108 △164 △273 510 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
589 389 978 9,182 
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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）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

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 

 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） 

時価のあるもの 

同左 

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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品……総平均法に基づく低価

法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

……定額法 

同左 

  

同左 

  

 その他 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

  

  

  

  

  

  

 建物……………４～50年 

建物附属設備…３～18年 

構築物…………６～30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。 

 この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） 

 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。 

 この変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 
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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）無形固定資産 

 のれんについては、取得後５

年間の均等償却 

 ソフトウエア（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）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

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、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 (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。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の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費用処

理することとしております。 

 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

翌期から費用処理することとし

ております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

(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、計上しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の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費用処

理することとしております。 

 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。 

  （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成18年４月に退職

一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針

第１号)を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は営業外

収益として22百万円計上されて

おります。 

──────  

  

 （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成18年４月に退職

一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針

第１号)を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は営業外

収益として22百万円計上されて

おります。 
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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) 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、中間

期末要支給額の100％を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づき、期末

要支給額の100％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 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、特例処理の

要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用し

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

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 

 金利スワップ取引 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

 借入金 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャ

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により、有効性の評価を

行っております。 

 ただし、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ものについては、有効性の評

価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしておりますの

で、有効性の評価を省略して

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

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 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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

する会計基準等） 

 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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は8,667百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

──────  

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。  

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は9,182百万円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 

  

──────  

  

──────  

  

 （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会 平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 財務諸表等規則の改正による財務

諸表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。  

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 

 （貸借対照表） 

 「営業権」は、当事業年度から

「のれん」として表示しておりま

す。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 

1,646 百万円 1,747 百万円 1,695 百万円

※２．担保提供資産 (1) 資産のうち次のとおり債務の担

保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の建

物（202百万円）並びに土地

（2,723百万円）を含んでおりま

す。 

(1) 資産のうち次のとおり債務の担

保に供しております。 

なお、当該金額には、下記(2)の

建物（243百万円）及び土地

（2,763百万円）を含んでおりま

す。 

(1）資産のうち次のとおり債務の

担保に供しております。 

なお、当該金額は、下記(2)の

建物（193百万円）並びに土地

（2,723百万円）を含んでおり

ます。 

 建物 297 百万円

土地 3,368 百万円

計 3,665 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 
1,616 百万円

建物 344 百万円

土地 3,409 百万円

計 3,754 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 
1,400 百万円

建物 285 百万円

土地 3,368 百万円

計 3,654 百万円

上記に対応する債務 

長期借入

金 
1,400 百万円

 (2）取引上の債務に対する保証とし

て次の資産を担保に供しておりま

す。 

(2）取引上の債務に対する保証とし

て次の資産を担保に供しておりま

す。 

(2）取引上の債務に対する保証と

して次の資産を担保に供してお

ります。 

 建物 202 百万円

土地 2,723 百万円

投資有

価証券 
540 百万円

計 3,466 百万円

建物 243 百万円

土地 2,763 百万円

投資有

価証券 
636 百万円

計 3,643 百万円

建物 193 百万円

土地 2,723 百万円

投資有

価証券 
639 百万円

計 3,556 百万円

※３．貸付投資有価証券   投資有価証券のうち、124百万円

については貸株に提供しており、そ

の担保として受け入れた97百万円は

流動負債その他に計上しておりま

す。 

 ──────  ────── 

 ４．保証債務  従業員の住宅建設資金の借入金47

百万円につき、㈱三井住友銀行に債

務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金42

百万円につき、㈱三井住友銀行に債

務保証を行っております。 

 従業員の住宅建設資金の借入金

44百万円につき、㈱三井住友銀行

に債務保証を行っております。 

 ５．手形債権流動化に伴

う買戻義務額 

2,780 百万円 5,547 百万円 5,142 百万円

 ６．受取手形割引高 受取手形割

引高 
738 百万円

受取手形割

引高 
－ 百万円

受取手形割

引高 
－ 百万円

※７．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。 

同左 ────── 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
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） 

※８．債権売却未収入金等  債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（196

百万円）及びファクタリング方式

による流動化に伴う当該債権の支

払留保未収額（219百万円）であり

ます。    

 債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（139

百万円）であります。    

 債権売却未収入金等は、信託方

式による受取手形債権の流動化に

伴い保有する劣後信託受益権（110

百万円）であります。 

※９．中間期末日満期手形  中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

 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

の満期手形が中間会計期間末日残

高に含まれております。 

 受取手形 2 百万円

 支払手形 860 百万円

同左 

  

  

  

  

  

  

 受取手形 27 百万円

 支払手形 701 百万円

 事業年度末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 

 なお、当事業年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の満

期手形が事業年度末日残高に含ま

れております。 

 受取手形 11 百万円

 支払手形 784 百万円

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．営業外収益の主

要項目 

受取利息 82 百万円

仕入割引 234 百万円

賃貸収入 95 百万円

受取利息 143 百万円

仕入割引 273 百万円

賃貸収入 128 百万円

受取利息 196 百万円

仕入割引 497 百万円

賃貸収入 217 百万円

※２．営業外費用の主

要項目 

支払利息 83 百万円

手形売却損 98 百万円

売上割引 139 百万円

賃貸費用 29 百万円

支払利息 80 百万円

手形売却損 133 百万円

売上割引 150 百万円

賃貸費用 43 百万円

支払利息 165 百万円

手形売却損 208 百万円

売上割引 293 百万円

賃貸費用 62 百万円

※３．特別利益の主要

項目 

投資有価証
券売却益 

107百万円

貸倒引当金
戻入額 

11百万円

貸倒引当金
戻入額 

24百万円 土地売却益 1,098 百万円

投資有価証
券売却益 

133 百万円

借地権売却
益 

2百万円 

※４．特別損失の主要

項目 

固定資産除
却損 

21百万円
役員退職慰
労金 

38百万円
貸倒引当金
繰入額 

660 百万円

商品評価損 188 百万円

固定資産除
却損 

23 百万円

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 53 百万円 60 百万円 113 百万円

無形固定資産 3 百万円 0 百万円 4 百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付け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（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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付けによる増加であります。 

  
（有価証券関係） 

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

あるものはありません。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  
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） 240 100,000 － 100,240 

     合計 240 100,000 － 100,240 

  
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 100,240 － － 100,240 

     合計 100,240 － － 100,240 

  
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） 240 100,000 － 100,240 

     合計 240 100,000 － 100,240 
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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） 

固定資産の譲渡 

 当社は、資産の有効活用を図り財

務体質の強化を進める為、賃貸物件

（駐車場）である東京都中央区日本

橋箱崎町の土地を㈱プロパストに平

成18年12月26日付で譲渡いたしまし

た。 

  

 (1)譲渡資産の内容 

   土地       508.19㎡ 

  

 (2)譲渡価格 

           1,475百万円  

 当該固定資産の譲渡による譲

渡益は平成19年３月期におい

て、固定資産売却益として概算

11億円を計上する予定でありま

す。 

────── ────── 
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