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平成 20年４月期 中間決算短信 

 平成19年 12月 20日

上 場 会 社 名 
コ ー ド 番 号 

株式会社グリーンクロス 
７５３３ 

上場取引所      福岡証券取引所  
ＵＲＬ http://www.green-cross.co.jp   

代 表 者 （役 職 名） 代表取締役社長 （氏名） 青 山  明  

問合せ先責任者 （役 職 名） 常務取締役執行役員管理本部長 （氏名） 百 嶋 栄 一 ＴＥＬ（092）521-6561

半期報告書提出予定日 平成20年１月31日   
 

（百万円未満切捨て） 

１.平成 19 年 10 月中間期の連結業績（平成 19 年５月１日～平成 19 年 10 月 31 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年 10月中間期  2,957 － 100 － 110 － 51 － 

18年 10月中間期 － － － － － － － － 

19年４月期 6,238 － 314 － 324 － 130 － 
 

 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 10月中間期  11 91 － － 

18年 10月中間期 － － － － 

19年４月期 30 47 － － 

（参考）持分法投資損益 19 年 10 月中間期 － 百万円 18 年 10 月中間期 － 百万円 19 年４月期 － 百万円 
（注）平成 18 年 10 月中間期は、中間期末が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間連結貸借対照表のみ

が連結対象であるため記載しておりません。 
 
（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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年 10月中間期  4,695 2,844 60.6 660 32 

18年 10月中間期 4,648 2,767 59.6 642 58 

19年４月期 5,095 2,873 56.4 667 04 

（参考）自己資本 19 年 10 月中間期 2,844 百万円 18 年 10 月中間期 2,767 百万円 19 年４月期 2,873 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年 10月中間期  △175 △175 △68 306 

18年 10月中間期 － － － － 

19年４月期 273 △6 △52 726 

（注）平成 18 年 10 月中間期は、中間期末が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間連結貸借対照表のみ
が連結対象であるため記載しておりません。 

 

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 ４ 月 期 0 00 16 00 16 00

2 0 年 ４ 月 期 0 00 － 

20年４月期（予想） － 17 00
17 00
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３．平成 20 年４月期の連結業績予想（平成 19 年５月１日～平成 20 年４月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 6,570 5.3 369 17.4 369 13.8 187 43.2 43 41
 

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（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 

②①以外の変更         無 
 

（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10月中間期4,512,640株 18年10月中間期4,307,640株19年４月期4,512,640株 

②期末自己株式数         19年10月中間期  205,000株 18年10月中間期 205,000株19年４月期 205,000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、24 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 10 月中間期の個別業績（平成 19 年５月１日～平成 19 年 10 月 31 日） 

（１）個別経営成績                              （％表示は対前期増減率） 

 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 10月中間期  2,918 △1.8 99 24.5 109 27.1 50 52.7

18年 10月中間期 2,970 7.6 80 48.5 86 31.0 33 16.5

19年４月期 6,201 4.3 313 29.7 323 16.3 130 △9.5
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 

19年 10月中間期  11 78 

18年 10月中間期 7 78 

19年４月期 30 37 
 

（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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年 10月中間期  4,675 2,842 60.8 659 80 

18年 10月中間期 4,635 2,766 59.7 642 28 

19年４月期 5,073 2,871 56.6 666 65 

（参考）自己資本 19 年 10 月中間期 2,842 百万円 18 年 10 月中間期 2,766 百万円 19 年４月期 2,871 百万円 
 

２．平成 20 年４月期の個別業績予想（平成 19 年５月１日～平成 20 年４月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 6,476 4.4 352 12.2 352 8.8 178 36.7 41 32
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、本資料の発表日において合理的と判断するデータに基づいて作成してお
り、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 
上記予想に関する事項は添付資料３ページを参照ください。 



㈱グリーンクロス（7533）平成 20 年４月期中間決算短信 

 
3

１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間期の経営分析 

当中間連結会計期間のわが国経済は、米国経済の減速懸念や国内設備投資の伸

びの鈍化等一部に不安材料はあるものの、企業収益が概ね好調に推移し、雇用情

勢にも改善が見られる等、国内民間需要に支えられた緩やかな回復基調で推移致

しました。一方、原油価格の高止まりや原材料価格の高騰等は、今後の企業収益

への影響が懸念されます。 

当社グループが関係する安全機材業界におきましては、公共投資は引続き低調

に推移致しましたが、不動産市場や多店舗展開企業等、民間需要への市場領域拡

大等の新たな需要創造の機会も一層に拡大しております。 

このような状勢のもと、特に民間企業向けにニーズが多様化しておりますグラ

フィックサイン等のサインメディア事業、トレンド化する安全のレンタルニーズ

に専門の位置から応えるグリーンレンタル事業等におきまして、より高品質の安

全に対するニーズを機会と捉え、グループ３６拠点のネットワークを活かし、提

案型営業による新たな市場需要獲得への対応力強化へと一層の経営努力を傾注

いたしました結果、当中間連結会計期間の連結売上高は 2,957 百万円、営業利益

は 100 百万円、経常利益は 110 百万円、当期純利益は 51 百万円となりました。 

グリーンクロス単独では、売上高 2,918 百万円（前年同期比 1.8％減）、営業利

益 99 百万円（前年同期比 24.5％増）、経常利益 109 百万円（前年同期比 27.1％

増）中間純利益は 50 百万円（前年同期比 52.7％増）となりました。 

部門別には、安全機材用品売上高が 1,342 百万円（前年同期比 6.3％減）、グリ

ーンレンタル売上高が 314 百万円（前年同期比 6.6％増）、サインメディア売上高

が 1,261 百万円（前年同期比 1.5％増）となりました｡ 

 

②通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、原油や原材料の価格高騰、中小企業の景況感、

サブプライム問題等の影響には留意する必要があるものの、企業収益は概ね好調

に推移するものと見込まれ、国内民間需要に支えられた緩やかな景気拡大基調が

続くものと思われます。 

当社を取巻く環境においては、公共投資は低調に推移するものの、より高品質

で効果性の高い安全へのニーズは一層強まりつつあり、従来市場である土木・建

築市場での深耕開拓・シェア拡張はもとより、安全へのニーズが更に多様化する

民間企業・官公庁・学校・工場等のより広範な市場におきまして、当社のコア事

業であるサインメディア事業のフィールド拡大に伴い、新たな需要創出と拡大の

機会が見込まれます。 

当社は、このような安全環境及び快適環境向上へのトレンドを提案型営業によ

る戦略推進への機会と捉え、環境ビジネス業態への推進を図るとともに、経営理

念に基づく企業使命に起立、総合安全産業実現への戦略として定めた経営目標体

系を積極果敢に推進し、収益力の向上、財務体質の強化、内部管理体制の整備等

に取組んでまいります。 

通期の連結業績につきましては、売上高 6,570 百万円（前期比 5.3％増）、営業

利益 369 百万円（前期比 17.4％増）、経常利益 369 百万円（前期比 13.8％増）、

当期純利益は 187 百万円（前期比 43.2％増）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
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当中間連結会計期間末の総資産は 4,695 百万円（前連結会計年度 5,095 百万円）とな

り、前連結会計年度より 400 百万円減少いたしました。 

この要因は次のとおりです。 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末の流動資産は 2,734 百万円（前連結会計年度 3,316 百万円）と

なり、581 百万円減少いたしました。 

この要因は次のとおりです。 

 当中間 

連結会計期間末
前連結会計年度 増減 要因 

現金及び預金 306 百万円 726 百万円 △419 百万円 注１ 

受取手形及び売掛金 1,459 百万円 1,629 百万円 △170 百万円 注２ 

注１ 11 ページの中間連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。 

注２ 売上高の季節変動によるものです。 

（固定資産） 

 当中間連結会計期間末の固定資産は 1,960 百万円（前連結会計年度 1,779 百万円）と

なり、181 百万円増加いたしました。 

この要因は次のとおりです。 

 当中間 

連結会計期間末 
前連結会計年度 増減 要因 

建物及び構築物 343 百万円 273 百万円 69 百万円 注１ 

投資有価証券 231 百万円 155 百万円 75 百万円 注２ 

注１ 主に研修施設の取得によるものです。 

注２ 主に投資有価証券の取得によるものです。 

（流動負債） 

当中間連結会計期間末の流動負債は 1,489 百万円（前連結会計年度 1,860 百万円）と

なり、371 百万円減少いたしました。 

この要因は次のとおりです。 

 当中間 

連結会計期間末
前連結会計年度 増減 要因 

支払手形及び買掛金 1,196 百万円 1,493 百万円 △297 百万円 注１ 

未払法人税等 54 百万円 124 百万円 △69 百万円  

注１ 売上高の季節変動に伴う仕入債務の減少によるものです。 

（純資産） 

当中間連結会計期間末の純資産は 2,844 百万円（前連結会計年度 2,873 百万円）とな

り、28 百万円減少いたしました。９ページの中間連結株主資本等変動計算書をご参照く

ださい。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ･フローの状況に関しましては、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） 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ･フローは、175 百万円の支出

となりました。これは主に、仕入債務の減少と法人税等の支払いによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 
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当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ･フローは、175 百万円の支出

となりました。これは主に、有形固定資産及び投資有価証券の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ･フローは、68 百万円の支出

となりました。これは、配当金の支払いによるものであります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度

末残高に比べ 419 百万円減少し、306 百万円となりました。 

なお、当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
平成18年 10月 

中間期 
平成19年 10月 

中間期 
平成19年４月期

自己資本比率(％) ５９．７ ６０．６ ５６．４

時価ベースの自己資本比率(％) ４７．４ ４５．０ ４３．５

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(年) － － － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) △４４９.５ △７２９．８ ７５０．４

自己資本：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ･フロー(中間期は営業キャッシュ･フロー×２) 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数により算出しております。 

※営業キャッシュ･フローは中間キャッシュ･フロー計算書及びキャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用

しております。有利子負債は中間貸借対照表及び貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては中間キャッシュ･フロー計算書及びキャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

※平成18年10月中間期は、中間期末が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間連結財務諸表のうち中間連結貸借対照表のみが

連結対象であるため、個別数値を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、経営の最重要課題として位置付け、配当性向 40％以上を目標

とし、より高くより安定的な配当の継続をもって、株主の皆様への利益還元に努めてまい

ります。 

内部留保につきましては、業績に応じた適切な利益配分のもと、経営戦略に基づく中長

期的資金として有効活用してまいります。 

当期の１株当たりの年間配当金につきましては 17 円を予定いたしております。 

 

２.企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 19 年７月 31 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」

及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

（１）経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な経営戦略、（４）会社の対処

すべき課題 

平成 19 年４月期決算短信（平成 19 年６月 21 日開示）により開示を行った内容から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.green-cross.co.jp 

（福岡証券取引所ホームページ） 

http://www.fse.or.jp 

 



㈱グリーンクロス（7533）平成 20 年４月期中間決算短信 

 
6

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10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

対前中間 
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  436,142 306,153 △129,988 726,042 

２．受取手形及び売掛金 ※２ 1,586,503 1,459,495 △127,007 1,629,573 

３．有価証券  19,016 － △19,016 19,685 

４．たな卸資産  799,554 860,797 61,242 847,398 

５．繰延税金資産  46,655 52,744 6,089 57,633 

６．その他  65,588 61,272 △4,316 47,196 

７．貸倒引当金  △10,027 △6,170 3,856 △11,249 

流動資産合計   2,943,433 63.3 2,734,294 58.2 △209,139  3,316,280 65.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※１ 304,575 343,039 38,463 273,438 

(2）土地  944,833 944,833 － 944,833 

(3）その他 ※１ 39,250 102,404 63,153 71,063 

有形固定資産合計   1,288,658 27.7 1,390,276 29.6 101,617  1,289,335 25.3

２．無形固定資産  37,646 37,646 0.8 28,255 28,255 0.6 △9,390 32,591 32,591 0.6

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  121,294 231,566 110,272 155,734 

(2）破産更生債権等  66,085 116,685 50,599 91,973 

(3）繰延税金資産  169,520 193,973 24,453 179,532 

(4）その他  111,864 140,359 28,494 141,603 

(5）貸倒引当金  △90,337 △140,213 △49,876 △111,670 

投資その他の資産合
計 

  378,427 8.2 542,371 11.6 163,944  457,172 9.0

固定資産合計   1,704,733 36.7 1,960,904 41.8 256,170  1,779,098 34.9

資産合計   4,648,167 100.0 4,695,198 100.0 47,031  5,095,379 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

対前中間 
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

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 ※２ 1,246,847 1,196,651 △50,196 1,493,977 

２．未払法人税等  48,220 54,936 6,715 124,096 

３．賞与引当金  100,450 112,000 11,550 111,500 

４．役員賞与引当金  － － － 13,000 

５．その他  123,016 125,562 2,546 117,793 

流動負債合計   1,518,534 32.7 1,489,149 31.7 △29,385  1,860,366 36.5

Ⅱ 固定負債     

長期未払金  361,645 361,645 － 361,645 

固定負債合計   361,645 7.8 361,645 7.7 －  361,645 7.1

負債合計   1,880,179 40.5 1,850,794 39.4 △29,385  2,222,011 43.6

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金  697,266 15.0 697,266 14.9 － 697,266 13.7

２．資本剰余金  662,208 14.2 662,208 14.1 － 662,208 13.0

３．利益剰余金  1,487,681 32.0 1,567,455 33.3 79,773 1,585,057 31.1

４．自己株式  △100,260 △2.2 △100,260 △2.1 － △100,260 △2.0

株主資本合計   2,746,897 59.0 2,826,670 60.2 79,773  2,844,272 55.8

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価
差額金 

 21,090 17,733 △3,356 29,094 

評価・換算差額等合計   21,090 0.5 17,733 0.4 △3,356  29,094 0.6

純資産合計   2,767,987 59.5 2,844,403 60.6 76,416  2,873,367 56.4

負債純資産合計   4,648,167 100.0 4,695,198 100.0 47,031  5,095,379 100.0
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(2）【中間連結損益計算書】 
前中間連結会計期間につきましては、中間期末日が連結子会社の支配獲得日となり、中間連結財務諸表のうち中間

連結貸借対照表のみが連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。 

 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,957,093 100.0  6,238,028 100.0

Ⅱ 売上原価  1,806,222 61.1  3,816,259 61.2

売上総利益  1,150,870 38.9  2,421,769 38.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,050,133 35.5  2,107,508 33.8

営業利益  100,736 3.4  314,260 5.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  774 1,431 

２．受取配当金  2,268 2,230 

３．投資事業組合投資利益  5,901 6,633 

４．雑収入  1,705 10,650 0.4 4,625 14,920 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  240 364 

２．災害損失 ※２ － 3,100 

３．雑損失  287 528 0.0 1,524 4,988 0.0

経常利益  110,858 3.8  324,192 5.2

Ⅵ 特別利益   

投資有価証券売却益  － － － 12,723 12,723 0.2

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 ※３ 3,873 － 

２．固定資産除却損  1,963 239 

３．有価証券売却損  1,468 － 

４．投資有価証券売却損  － 10,292 

５．投資有価証券評価損  － 23,608 

６．減損損失 ※４ － 31,476 

７．その他  － 7,305 0.3 7,277 72,894 1.2

税金等調整前中間（当期）
純利益 

 103,553 3.5  264,021 4.2

法人税、住民税及び事業
税 

 54,085 153,360 

法人税等調整額  △1,851 52,234 1.8 △19,962 133,398 2.1

中間（当期）純利益  51,319 1.7  130,622 2.1
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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につきましては、中間期末日が連結子会社の支配獲得日となり、中間連結財務諸表のうち中間

連結貸借対照表のみが連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年 10月 31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年４月30日 残高（千円） 697,266 662,208 1,585,057 △100,260 2,844,272

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △68,922  △68,922

中間純利益 51,319  51,319

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） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △17,602 － △17,602

平成19年10月31日 残高（千円） 697,266 662,208 1,567,455 △100,260 2,826,670
      

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証 
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年４月30日 残高（千円） 29,094 29,094 2,873,367

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △68,922

中間純利益 51,319

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） 

△11,361 △11,361 △11,361

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△11,361 △11,361 △28,963

平成19年10月31日 残高（千円） 17,733 17,733 2,844,403
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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５月１日 至 平成19年４月30日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年４月30日 残高（千円） 689,594 653,194 1,535,776 △111,018 2,767,548

連結会計年度中の変動額  

新株の発行（注１） 7,672 7,672  15,344

剰余金の配当（注２） △67,674  △67,674

役員賞与（注２） △14,919  △14,919

当期純利益 130,622  130,622

自己株式の処分（注３） 1,342 10,758 12,100

その他 1,251  1,251

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

7,672 9,014 49,280 10,758 76,724

平成19年４月30日 残高（千円） 697,266 662,208 1,585,057 △100,260 2,844,272

      

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証 
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日 残高（千円） 34,632 34,632 2,802,180

連結会計年度中の変動額 

新株の発行（注１） 15,344

剰余金の配当（注２） △67,674

役員賞与（注２） △14,919

当期純利益 130,622

自己株式の処分（注３） 12,100

その他 1,251

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△5,538 △5,538 △5,538

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△5,538 △5,538 71,186

平成19年４月30日 残高（千円） 29,094 29,094 2,873,367
 
（注）１．新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．平成18年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
３．子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。 
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(3）【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つきましては、中間期末日が連結子会社の支配獲得日となり、中間連結財務諸表のうち中間

連結貸借対照表のみが連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31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５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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 

 103,553 264,021 

減価償却費  35,865 41,732 

のれん償却額  719 1,439 

貸倒引当金の増減額（△
減少額） 

 23,463 32,462 

賞与引当金の増減額（△
減少額） 

 500 11,500 

役員賞与引当金の増減額
（△減少額） 

 △13,000 13,000 

退職給付引当金の増減額
（△減少額） 

 － △12,547 

受取利息及び受取配当金  △3,043 △3,661 

支払利息  240 364 

投資事業組合投資利益  △5,901 △6,633 

投資有価証券評価損  － 23,608 

有価証券売却損  1,468 － 

投資有価証券売却益  － △12,723 

投資有価証券売却損  － 10,292 

有形固定資産除却損  1,963 239 

減損損失  － 31,476 

売上債権の増減額（△増
加額） 

 170,077 △21,360 

たな卸資産の増減額（△
増加額） 

 △13,399 △5,864 

仕入債務の増減額（△減
少額） 

 △297,325 33,780 

役員賞与の支払額  － △14,919 

その他  △65,636 △11,564 

小計  △60,454 374,643 

利息及び配当金の受取額  3,043 3,661 

利息の支払額  △240 △364 

法人税等の支払額  △118,045 △104,652 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △175,697 273,288 
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当中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31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５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

有価証券の取得による支
出 

 △181 △690 

有価証券の売却による収
入 

 20,262 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △100,058 △50,487 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 － 96,554 

関係会社出資金の取得に
よる支出 

 － △15,624 

出資金の分配による収入  9,200 12,500 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △126,787 △55,133 

貸付けによる支出  △1,000 △8,888 

貸付金の回収による収入  5,164 9,778 

新規連結子会社株式の取
得による収入 

 － 5,050 

その他  17,682 － 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △175,716 △6,940 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

株式の発行による収入  － 15,344 

配当金の支払額  △68,475 △67,671 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △68,475 △52,327 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△減少額） 

 △419,888 214,020 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 726,042 512,021 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

 306,153 726,042 
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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５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  １社 (1)連結子会社の数   １社 (1)連結子会社の数   １社 

 株式会社児島産業岡山 株式会社児島産業岡山 株式会社児島産業岡山 

 （注）平成18年９月１日の株式取得

に伴い、当中間連結会計期間

より子会社となっておりま

す。なお、みなし取得日を当

中間連結会計期間末としてい

るため、当中間連結会計期間

は中間連結貸借対照表のみを

連結しております。 

 （注）平成18年９月１日の株式取得

に伴い、当連結会計年度より子会社

となっております。 

 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 

 非連結子会社 非連結子会社 非連結子会社 

 上海緑十字貿易有限公司 上海緑十字貿易有限公司 上海緑十字貿易有限公司 

 （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損

益、利益剰余金等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであ

ります。 

同 左  非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益、利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用した非連結子会社

はありません。 

同 左 同 左 

 (2)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

(2)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

(2)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

 上海緑十字貿易有限公司 上海緑十字貿易有限公司 上海緑十字貿易有限公司 

  持分法を適用していない非

連結子会社は、中間純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として重要性

がないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

同 左  持分法を適用していない非

連結子会社は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体として重要性がな

いため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

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と中間

連結決算日は一致しております。 

同 左  連結子会社の決算日と連結決算

日は一致しております。 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

４．会計処理基準に関する事項 

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 時価のあるもの 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、売却原価は総

平均法により算定） 

同 左  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、売却原価は総平均

法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同 左 同 左 



㈱グリーンクロス（7533）平成 20 年４月期中間決算短信 

 
14

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 総平均法による原価法 同 左 同 左 

 レンタル品 レンタル品 レンタル品 

  総平均法又は個別法による

原価から減耗費を控除する方

法 

同 左 同 左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価

法 

同 左 同 左 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 定率法 定率法 定率法 

  ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下

の通りであります。 

同 左 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

の通りであります。 

 建物 ４年～45年  建物 ４年～45年 

   （会計方針の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降

取得資産の減価償却限度額の計

算方法については、改正後の法

人税法の定めによる方法によっ

ております。 

 なお、この変更による影響額

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。 

 これにより、営業利益、経常

利益、税金等調整前中間純利益

がそれぞれ278千円減少してお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 定額法 定額法 

  なお、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。 

同 左 同 左 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同 左 同 左 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 

同 左 同 左 

 ③役員賞与引当金 ③役員賞与引当金 ③役員賞与引当金 

 ───────  役員の賞与支給に充てるため、

当連結会計期間における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上することとしております。 

 なお、役員賞与の金額は当連結

会計期間の業績等に基づき算定す

ることとなっており、当中間連結

会計期間においては合理的に見積

もることが困難なため引当金を計

上しておりません。 

 役員賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しており

ます。 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

 

 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

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、計算の結果、当中間連

結会計期間末においては退職給

付引当金の残高が借方残高とな

りましたので、長期前払費用

（5,931千円）として処理してお

ります。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

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、計算の結果、当中間連

結会計期間末においては退職給

付引当金の残高が借方残高とな

りましたので、長期前払費用

（16,795千円）として処理して

おります。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

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、計算の結果、当連結会

計期間末においては退職給付引

当金の残高が借方残高となりま

したので、長期前払費用（14,231

千円）として処理しております。
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (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

に準じた会計処理方法によってお

ります。 

同 左 同 左 

 (5)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 

(5)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 

(5)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 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

同 左  税抜方式によっております。 

 (6)のれんの償却に関する事項 (6)のれんの償却に関する事項 (6)のれんの償却に関する事項 

 ───────  のれんの償却については、５年

間の定額法により償却を行って

おります。 

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 

 当中間連結会計期間は、中間貸借

対照表のみが連結の対象であるた

め、中間連結キャッシュ・フロー計

算書は作成しておりません。 

 キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同 左 



㈱グリーンクロス（7533）平成 20 年４月期中間決算短信 

 
17

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10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年４月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は次のと

おりであります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は次のと

おりであります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は次のと

おりであります。 

385,682千円 426,920千円 395,929千円

 ２．───────  ２．─────── ※２．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高にふくまれております。 

  受取手形     83,252千円 

支払手形     29,651千円 

 ３．保証債務  ３．保証債務  ３．保証債務 

銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 

従業員         1,947千円 従業員          1,513千円 従業員          1,670千円

 

（連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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。 

※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。 
 

給料手当 442,313千円

賞与引当金繰入額 90,350 

貸倒引当金繰入額 23,463 

  
  

 
給料手当 885,202千円 

賞与引当金繰入額 89,200 

役員賞与引当金繰入額 13,000 

貸倒引当金繰入額 32,435 
  

２．─────── ※２．災害損失3,100千円は、当連結会計期間における水害によるレン
タル商品の修繕等に係る支出であります。 

※３．前期損益修正損  ３．─────── 

過年度負担費用確定に伴う損失計上等     3,873千円  

４．─────── ※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループに

ついて31,476千円の減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

熊本県 
球磨郡 

事務所 
設備 

建物及び 
その他 

4,455千円

大阪市 
住之江区 

事務所 
設備 

建物及び 
その他 

27,021千円

当社グループは、主として管理会計上の区分に基づき、営業拠点

をグルーピングの単位としております。その結果、近年の継続的

な地価の下落により、帳簿価額に対して市場価格が著しく下落し

た資産や収益性が低下した資産グループについて、帳簿価額を回

収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。その内訳は、建物25,941千円、その他5,534千円

であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、路線価及び固定資産税評価額等の適切

に市場価格を反映していると考えられる評価額を基に算出し評価

しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年 10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（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数（千
株） 

当中間連結会計期
間減少株式数（千
株） 

当中間連結会計期
間末株式数（千株)

発行済株式     

普通株式 4,512 － － 4,512 

合計 4,512 － － 4,512 

自己株式     

普通株式 205 － － 205 

合計 205 － － 205 

 
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７月27日 
定時株主総会 

普通株式 68,922 16.00 平成19年４月30日 平成19年７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 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 4,456 56 － 4,512 

合計 4,456 56 － 4,512 

自己株式     

普通株式 227 － 22 205 

合計 227 － 22 205 

（注）１．普通株式の発行済株式の増加56千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少22千株は、子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。 
 
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７月28日 
定時株主総会 

普通株式 67,674 16.00 平成18年４月30日 平成18年７月29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 

該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
 

現金及び預金勘定 306,153千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 306,153 
  

 
現金及び預金勘定 726,042千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 726,042 
  

 ※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

 

 

 

株式の取得により新たに株式会社児島産業岡山を連結した事

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価

額と同社取得による支出の関係は次のとおりであります。 

 

 

 

  

 
流動資産 

固定資産 

流動負債 

固定負債 

24,047千円 

1,304 

△18,889 

－ 

取得価額 

現金及び現金同等物 

0 

5,050 

差引：新規連結子会社株式の取得による

収入 

5,050 

 
 ３．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に株式会社児島産業岡山を完全子会社にする

株式交換を実施しており､代用自己株式を交付したことによ

り、次の金額が増加しております。 

 

 

 

 

 

代用自己株式の交付による資本剰余金

増加額（自己株式処分差益） 
1,342千円 

代用自己株式の交付による自己株式減

少額 
10,758千円 
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（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

(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 

(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 

(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 

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 
 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産のその他 

711,800 552,449 159,350

無形固定資
産 

5,961 4,272 1,689

合計 717,762 556,722 161,040

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産のその他

168,064 124,228 43,835

無形固定資
産 

5,961 5,464 496

合計 174,025 129,693 44,332

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資
産のその他 

711,800 624,931 86,869

無形固定資
産 

5,961 4,868 1,092

合計 717,762 629,800 87,962

  
 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

 
 

１年内 133,323千円

１年超 46,210 

合計 179,534 
  

 
１年内 33,214千円

１年超 12,995 

合計 46,210 
  

 
１年内 76,353千円

１年超 28,290 

合計 104,644 
  

 (3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

 
 

支払リース料 77,594千円

減価償却費相
当額 

74,138千円

支払利息相当
額 

2,096千円

  

 
支払リース料 60,082千円

減価償却費相
当額 

57,294千円

支払利息相当
額 

833千円

  

 
支払リース料 153,916千円

減価償却費相
当額 

147,216千円

支払利息相当
額 

3,529千円

  
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によ

っております。 

同 左 同 左 

 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によって

おります。 

同 左 同 左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年 10月 31日現在） 

１．その他有価証券で時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券    

(1)株式 70,373 106,825 36,451 

(2)債券    

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 70,373 106,825 36,451 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

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 1,186 

ＭＭＦ 19,016 

投資事業組合への出資 13,282 

合計 33,485 

 

当中間連結会計期間末（平成19年 10月 31日現在） 

１．その他有価証券で時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券    

(1)株式 95,361 125,646 30,285 

(2)債券    

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 95,361 125,646 30,285 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

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 397 

投資事業組合への出資 105,522 

合計 105,920 
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前連結会計年度末（平成19年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券    

(1)株式 95,303 147,048 51,745 

(2)債券    

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 95,303 147,048 51,745 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

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 397 

ＭＭＦ 19,685 

投資事業組合への出資 8,288 

合計 28,372 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年 10月 31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年 10月 31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

（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５月１日～平成18年10月 31日） 

当社グループは、ストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日～平成19年10月 31日） 

当社グループは、ストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

当社グループは、ストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。 
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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（平成18年５月１日～平成18年 10月 31日） 

当中間連結会計期間（平成 18年５月１日～平成 18年 10 月 31 日）は中間連結損益計算書を作成していないため、該当

事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（平成19年５月１日～平成19年 10月 31日） 

当社グループは、同一セグメントに属する道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サイ

ンメディアの製造、販売、レンタルを行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

当社グループは、同一セグメントに属する道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サイ

ンメディアの製造、販売、レンタルを行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年５月１日～平成18年 10月 31日） 

当中間連結会計期間（平成 18年５月１日～平成 18年 10 月 31 日）は中間連結損益計算書を作成していないため、該当

事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（平成19年５月１日～平成19年 10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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成18年５月１日～平成18年 10月 31日） 

当中間連結会計期間（平成 18年５月１日～平成 18年 10 月 31 日）は中間連結損益計算書を作成していないため、該当

事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（平成19年５月１日～平成19年 10月 31日） 

海外売上がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

海外売上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） 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日） 

１株当たり純資産額（円） 642.58 660.32 667.04 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
－ 11.91 30.47 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ 

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 （注）１．前中間連結会計期間については、中間連結損益計算書を作成していないため、１株当たり中間純利益金額、潜

在株式調整後１株当たり中間純利益金額及びこれらの算定上の基礎に関する記載を省略しております。 
２．１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。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 51,319 130,622 

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） 

51,319 130,622 

期中平均株式数（千株） 4,307 4,287 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．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10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年10月31日) 

対前中間
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  431,091 305,528 △125,562 725,017 

２．受取手形 ※３ 465,888 367,890 △97,997 657,283 

３．売掛金  1,108,387 1,076,294 △32,092 957,805 

４. 有価証券  19,016 － △19,016 19,685 

５．たな卸資産  793,482 851,442 57,960 839,982 

６．繰延税金資産  46,655 51,285 4,629 56,437 

７．その他  56,453 64,355 7,902 46,933 

８．貸倒引当金  △10,000 △6,000 4,000 △11,100 

流動資産合計   2,910,974 62.8 2,710,797 58.0 △200,176  3,292,045 64.9

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産     

（１）建物 ※１ 304,575 333,934 29,358 267,064 

（２）土地  944,833 944,833 － 944,833 

（３）その他 ※１ 39,250 109,418 70,168 75,113 

有形固定資産合計   1,288,658 27.8 1,388,185 29.7 99,526  1,287,011 25.4

２.無形固定資産   30,448 0.7 23,216 0.5 △7,231  26,832 0.5

３.投資その他の資産     

（１）投資有価証券  133,394 231,566 110,272 155,734 

（２）破産更生債権等  66,085 116,136 50,050 91,973 

（３）繰延税金資産  169,321 193,392 24,070 178,950 

（４）その他  126,676 151,629 12,852 152,873 

（５）貸倒引当金  △90,337 △139,664 △49,327 △111,670 

投資その他の資産
合計 

  405,140 8.7 553,060 11.8 147,919  467,860 9.2

固定資産合計   1,724,247 37.2 1,964,462 42.0 240,214  1,781,704 35.1

資産合計   4,635,222 100.0 4,675,260 100.0 40,037  5,073,749 100.0
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前中間会計期間末 
(平成18年10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年10月31日) 

対前中間
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形 ※３ 711,674 676,945 △34,729 992,182 

２．買掛金  526,393 506,223 △20,169 488,062 

３．未払法人税等  47,179 54,000 6,820 121,296 

４．賞与引当金  100,000 110,000 10,000 110,000 

５．役員賞与引当金  － － － 13,000 

６．その他  121,610 124,273 2,663 115,860 

流動負債合計   1,506,858 32.5 1,471,442 31.5 △35,415  1,840,401 36.3

Ⅱ 固定負債     

長期未払金  361,645 361,645 － 361,645 

固定負債合計   361,645 7.8 361,645 7.7 －  361,645 7.1

負債合計   1,868,503 40.3 1,833,087 39.2 △35,415  2,202,046 43.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   697,266 15.0 697,266 14.9 －  697,266 13.7

２．資本剰余金     

(1）資本準備金  660,866 660,866 － 660,866 

(2）その他資本剰余金  1,342 1,342 － 1,342 

資本剰余金合計   662,208 14.3 662,208 14.1 －  662,208 13.1

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  52,300 52,300 － 52,300 

(2）その他利益剰余金     

別途積立金  1,400,000 1,460,000 60,000 1,400,000 

繰越利益剰余金  34,113 52,923 18,810 131,093 

利益剰余金合計   1,486,413 32.1 1,565,223 33.5 78,180  1,583,393 31.2

４．自己株式   △100,260 △2.2 △100,260 △2.1 －  △100,260 △2.0

株主資本合計   2,745,628 59.2 2,824,438 60.4 78,810  2,842,608 56.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差
額金 

 21,090 17,733 △3,356 29,094 

評価・換算差額等合計   21,090 0.5 17,733 0.4 △3,356  29,094 0.6

純資産合計   2,766,718 59.7 2,842,172 60.8 75,453  2,871,703 56.6

負債純資産合計   4,635,222 100.0 4,675,260 100.0 40,037  5,073,749 100.0
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２.【損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

対前中間 
期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,970,763 100.0 2,918,465 100.0 △52,297  6,201,079 100.0

Ⅱ 売上原価   1,853,263 62.4 1,785,507 61.2 △67,755  3,795,254 61.2

売上総利益   1,117,500 37.6 1,132,958 38.8 15,457  2,405,825 38.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,037,357 34.9 1,033,188 35.4 △4,169  2,092,136 33.7

営業利益   80,142 2.7 99,770 3.4 19,627  313,689 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,256 0.3 10,642 0.4 385  14,887 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,943 0.1 528 0.0 △3,415  4,988 0.1

経常利益   86,455 2.9 109,883 3.8 23,428  323,587 5.2

Ⅵ 特別利益 ※３  12,723 0.4 － － △12,723  12,723 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4,6  20,506 0.7 7,305 0.3 △13,201  72,894 1.2

税引前中間(当期)
純利益 

  78,672 2.6 102,578 3.5 23,906  263,416 4.2

法人税、住民税及び
事業税 

 39,000 53,414  151,601 

法人税等調整額  6,441 45,441 1.5 △1,588 51,826 1.8 6,384 △18,394 133,206 2.1

中間(当期)純利益   33,230 1.1 50,752 1.7 17,522  130,209 2.1
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３.【株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年 10月 31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途 

積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

689,594 653,194 － 653,194 52,300 1,330,000 153,476 1,535,776 △111,018 2,767,548

中間会計期間中の変動額     

新株の発行（注１） 7,672 7,672 7,672   15,344

別途積立金の積立 
（注２） 

  70,000 △70,000 －  －

剰余金の配当（注２）   △67,674 △67,674  △67,674

利益処分による役員賞与（注
２） 

  △14,919 △14,919  △14,919

中間純利益   33,230 33,230  33,230

自己株式の処分（注３）   1,342 1,342  10,758 12,100

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
（千円） 

7,672 7,672 1,342 9,014 － 70,000 △119,363 △49,363 10,758 △21,919

平成18年10月31日 残高 
（千円） 

697,266 660,866 1,342 662,208 52,300 1,400,000 34,113 1,486,413 △100,260 2,745,628

     
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

34,632 34,632 2,802,180

中間会計期間中の変動額  

新株の発行（注１）  15,344

別途積立金の積立 
（注２） 

 －

剰余金の配当（注２）  △67,674

利益処分による役員賞与（注
２） 

 △14,919

中間純利益  33,230

自己株式の処分（注３）  12,100

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 

△13,542 △13,542 △13,542

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

△13,542 △13,542 △35,461

平成18年10月31日 残高 
（千円） 

21,090 21,090 2,766,718

  
（注）１．新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．平成18年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
３．子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。 
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当中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年 10月 31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途 

積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

697,266 660,866 1,342 662,208 52,300 1,400,000 131,093 1,583,393 △100,260 2,842,608

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立   60,000 △60,000 －  －

剰余金の配当   △68,922 △68,922  △68,922

中間純利益   50,752 50,752  50,752

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
（千円） 

－ － － － － 60,000 △78,169 △18,169 － △18,169

平成19年10月31日 残高 
（千円） 

697,266 660,866 1,342 662,208 52,300 1,460,000 52,923 1,565,223 △100,260 2,824,438

     
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

29,094 29,094 2,871,703

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △68,922

中間純利益  50,752

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 

△11,361 △11,361 △11,361

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

△11,361 △11,361 △29,531

平成19年10月31日 残高 
（千円） 

17,733 17,733 2,842,172
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前事業年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途 

積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

689,594 653,194 － 653,194 52,300 1,330,000 153,476 1,535,776 △111,018 2,767,548

事業年度中の変動額     

新株の発行（注１） 7,672 7,672 7,672   15,344

別途積立金の積立 
（注２） 

  70,000 △70,000 －  －

剰余金の配当（注２）   △67,674 △67,674  △67,674

利益処分による役員賞与（注
２） 

  △14,919 △14,919  △14,919

当期純利益   130,209 130,209  130,209

自己株式の処分（注３）   1,342 1,342  10,758 12,100

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計（千
円） 

7,672 7,672 1,342 9,014 － 70,000 △22,383 47,616 10,758 75,060

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

697,266 660,866 1,342 662,208 52,300 1,400,000 131,093 1,583,393 △100,260 2,842,608

     
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

34,632 34,632 2,802,180

事業年度中の変動額  

新株の発行（注１）  15,344

別途積立金の積立 
（注２） 

 －

剰余金の配当（注２）  △67,674

利益処分による役員賞与（注
２） 

 △14,919

当期純利益  130,209

自己株式の処分（注３）  12,100

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△5,538 △5,538 △5,538

事業年度中の変動額合計（千
円） 

△5,538 △5,538 69,522

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

29,094 29,094 2,871,703

  
（注）１．新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．平成18年7月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
３．子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。
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４.【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

税引前中間純利益  78,672 

減価償却費  21,513 

貸倒引当金の増加額又は減
少額（△） 

 9,879 

退職給付引当金の増加額又
は減少額（△） 

 △12,547 

受取利息及び受取配当金  △2,914 

支払利息  241 

投資事業組合投資利益  △4,945 

投資有価証券評価損  4,999 

投資有価証券売却益  △12,723 

投資有価証券売却損  10,292 

固定資産減損損失  4,455 

売上債権の増加額（△）又
は減少額 

 72,840 

たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

 48,051 

仕入債務の増加額又は減少
額（△） 

 △222,128 

その他  △27,628 

役員賞与の支払額  △14,919 

小計  △46,861 

利息及び配当金の受取額  2,914 

利息の支払額  △241 

法人税等の支払額  △64,388 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △108,576 
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前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

有価証券の取得による支出  △339 

投資有価証券の取得による
支出 

 △69 

投資有価証券の売却による
収入 

 96,554 

関係会社出資金の取得によ
る支出 

 △15,624 

出資金の分配による収入  8,000 

有形固定資産の取得による
支出 

 △2,376 

貸付けによる支出  △7,888 

貸付金の回収による収入  1,780 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 80,036 

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

株式の発行による収入  15,344 

配当金の支払額  △67,733 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △52,389 

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△） 

 △80,930 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 512,021 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末残高 

 431,091 
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重要な会計方針 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法 同 左 ───── 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算

定） 

同 左 期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、売却原価は総平

均法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 総平均法による原価法 同 左 同 左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 総平均法による原価法 同 左 同 左 

 レンタル品 レンタル品 レンタル品 

 総平均法又は個別法による

原価から減耗費を控除する方

法 

同 左 同 左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価による原価法 同 左 同 左 

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

定率法 同 左 同 左 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については定額法

によっております。 

なお、建物（建物附属設備を

除く。）については、平成10年

度の法人税法の改正により法

定耐用年数の短縮が行われて

おりますが、改正前の耐用年数

を継続して適用しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理方法の変更） 

 当事業年度より、平成19年度

の法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降取得資産の

減価償却限度額の計算方法に

ついては、改正後の法人税法に

定める方法によっております。

 なお、この変更による影響額

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５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

  （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。 

 この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ

278千円減少しております。 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

 なお、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．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

同左 同左 

 (3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 

 ─────── 役員の賞与支給に充てるた

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

を計上することとしておりま

す。 

なお、役員賞与の金額は当事

業年度の業績等に基づき算定

することとなっており、当中間

会計期間においては合理的に

見積もることが困難なため引

当金を計上しておりません。 

役員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

   （会計処理方法の変更） 

当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 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、役員賞与につい

ては、従来、利益処分の減少と

して処理しておりましたが、当

事業年度より発生時に費用処

理することとしております。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益及び

税引前純利益はそれぞれ

13,000千円減少しております。

 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (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。 

なお、数理計算上の差異は、発

生年度に全額費用処理しており

ます。 

同左 

 

 

 

 

 

 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末に

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、数理計算上の差異は、

発生年度に全額費用処理して

おります。 

 （追加情報） ─────── （追加情報） 

 退職給付引当金は従来年金

財政計算上の責任準備金を退

職給付債務とする方法（簡便

法）により計上しておりました

が、当期において当社の従業員

数の合計が300名を超過するこ

とが恒常化したため、当中間会

計期間から退職給付会計の原

則法による計算によって退職

給付引当金及び退職給付費用

を計上する方法に変更いたし

ました。 

この変更により、従来の方法

によった場合と比較して、売上

総利益は2,909千円、営業利益

及び税引前中間純利益は

16,415千円増加しております。

なお、計算の結果、当中間会

計期間末においては退職給付

引当金の残高が借方残高とな

りましたので、長期前払費用

（5,931千円）として処理して

おります。 

 退職給付引当金は、従来年金

財政計算上の責任準備金を退

職給付債務とする方法（簡便

法）により計算しておりました

が、当事業年度において当社の

従業員数の合計が300名を超過

することが恒常化したため、当

事業年度から退職給付会計の

原則法による計算によって退

職給付引当金及び退職給付費

用を計上する方法に変更いた

しました。 

この変更により、従来の方法

によった場合と比較して、売上

総利益は3,430千円、営業利益

は14,270千円増加しておりま

す。 

なお、計算の結果、当事業年

度末については、退職給付引当

金の残高が借方残高となりまし

たので、長期前払費用（14,231

千円）として処理しております。
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

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．中間キャッシュ・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。 

─────── ─────── 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

   税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺の上、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

同左  税抜方式によっております。
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会計処理方法の変更 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

これまでの「資本の部」の合計に相当する金

額は2,766,718千円であります。 

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。 

 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2,871,703千円であります。 

なお、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。 

 
注記事項 
（貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 

前事業年度末 

（平成19年４月30日） 

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

385,682千円 426,365千円 395,606千円

 ２．保証債務  ２．保証債務  ２．保証債務 

銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 
  

従業員 1,947千円 
  

  
従業員 1,513千円
  

  
従業員 1,670千円
  

※３．   ─────── ※３．   ─────── ※３．期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって処理しており

ます。 

なお、当期末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。 

  
  

受取手形 82,291千円

支払手形 29,651千円
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（損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日） 

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

受取利息 373千円

受取配当金 2,541千円

投資事業組合投資利益 4,945千円
  

  
受取利息 772千円

受取配当金 2,268千円

投資事業組合投資利益 5,901千円
  

  
受取利息 1,430千円

受取配当金 2,230千円

投資事業組合投資利益 6,633千円
  

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

支払利息 241千円
  

  
支払利息 240千円

  

  
支払利息 

災害損失 

364千円

3,100千円
  

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

投資有価証券売却益 12,723千円
 

 
 

 

 
投資有価証券売却益 12,723千円

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

 

投資有価証券売却損 10,292千円

投資有価証券評価損 4,999千円

減損損失 4,455千円

過年度損益修正損 759千円

 

 

過年度損益修正損 3,873千円

固定資産除却損 1,963千円

有価証券売却損 1,468千円

 

 

  

減損損失 31,476千円

投資有価証券評価損 23,608千円

投資有価証券売却損 10,292千円

過年度損益修正損 7,277千円

 
５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

 
有形固定資産 17,897千円

無形固定資産 3,615千円
  

 
有形固定資産 32,016千円

無形固定資産 3,615千円
  

  
有形固定資産 38,661千円

無形固定資産 7,231千円
  

※６．減損損失 ６．  ─────── ※６．減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の

資産について4,455千円の減損損失を計

上しております。 

 当中間会計期間において、当社は以下の

資産について31,476千円の減損損失を

計上しております。  
場所 用途 種類 減損損失 

熊本県球

磨郡 

事 業

所 設

備 

建物及び

その他 4,455千円 

  

  
場所 用途 種類 減損損失

熊本県球

磨郡 

事業所

設備 

建物及び

その他 
4,455千円

大阪市住

之江区 

事業所

設備 

建物及び

その他 
27,021千円

  
当社は、主として管理会計上の区分に

基づき、営業拠点をグルーピングの単

位としております。 

その結果、近年の継続的な地価の下落

により、帳簿価額に対して市場価格が

著しく下落した資産や収益性が低下し

た資産グループについて、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

その内訳は、建物3,979千円、その他475

千円であります。なお、当資産グルー

プの回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、路線価及び固定資産

税評価額等の適切に市場価格を反映し

ていると考えられる評価額を基に算出

し評価しております。 

 当社は、主として管理会計上の区分に

基づき、営業拠点をグルーピングの単

位としております。 

その結果、近年の継続的な地価の下落

により、帳簿価額に対して市場価格が

著しく下落した資産や収益性が低下し

た資産グループについて、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

その内訳は、建物25,941千円、その他

5,534千円であります。なお、当資産グ

ループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、路線価及び固定

資産税評価額等の適切に市場価格を反

映していると考えられる評価額を基に

算出し評価しております。 
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（株主資本等変動計算書） 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年 10月 31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 4,456 56 － 4,512 

合計 4,456 56 － 4,512 

自己株式     

普通株式 227 － 22 205 

合計 227 － 22 205 

（注）１．普通株式の発行済株式の増加56千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少22千株は、子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。 
 

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 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年７月28日 
定時株主総会 

普通株式 67 16.00 平成18年４月30日 平成18年７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中間会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年 10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（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式 205 － － 205 

合計 205 － － 205 

 
前事業年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４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（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 227 － 22 205 

合計 227 － 22 205 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少22千株は、子会社株式取得に伴う株式交換によるものであります。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

  
現金及び預金勘定 431,091千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 431,091 
  

 

２．重要な非資金取引の内容  

当中間会計期間に株式会社児島産業岡山を完全子会社

にする株式交換を実施しており、代用自己株式を交付し

たことにより、次の金額が増加しております。 

 

  
代用自己株式の交付による資本剰余金
増加額 
（自己株式処分差益） 

1,342千円

代用自己株式の交付による自己株式減
少額 

10,758千円
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（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

(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 

(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 

(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 

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 
 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産のその他 

711,800 552,449 159,350

無形固定資
産 

5,961 4,272 1,689

合計 717,762 556,722 161,040

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産のその他

168,064 124,228 43,835

無形固定資
産 

5,961 5,464 496

合計 174,025 129,693 44,332

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資
産のその他 

711,800 624,931 86,869

無形固定資
産 

5,961 4,868 1,092

合計 717,762 629,800 87,962

  
 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額

 
 

１年内 133,323千円

１年超 46,210 

合計 179,534 
  

 
１年内 33,214千円

１年超 12,995 

合計 46,210 
  

 
１年内 76,353千円

１年超 28,290 

合計 104,644 
  

 (3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料及び、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

 
 

支払リース料 77,594千円

減価償却費相
当額 

74,138千円

支払利息相当
額 

2,096千円

  

 
支払リース料 60,082千円

減価償却費相
当額 

57,294千円

支払利息相当
額 

833千円

  

 
支払リース料 153,916千円

減価償却費相
当額 

147,216千円

支払利息相当
額 

3,529千円

  
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

同左 同左 

 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年10月 31日現在） 

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。 
 

当中間会計期間末（平成19年10月 31日現在） 

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。 

 

前事業年度末（平成19年４月30日現在） 

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。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年 10月 31日） 

 該当する事項はありません。 

 
（１株当たり情報） 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日） 

１株当たり純資産額（円） 642.28 659.80 666.65 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
7.78 11.78 30.37 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金

額 
   

中間（当期）純利益（千円） 33,230 50,752 130,209 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役員賞与金

（千円）） 
（－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
33,230 50,752 130,209 

期中平均株式数（千株） 4,269 4,307 4,287 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額 

（千円） 
－ － － 

普通株式増加数（千株） － － － 

（うち転換社債（千株）） （－） （－） （－） 

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）

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

－ － － 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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（商品別売上高明細表） 
（単位：千円） 

前中間会計期間 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成18年 10月 31日 

当中間会計期間 

自 平成19年 5月  1日 

至 平成19年 10月 31日 

前事業年度 

自 平成18年 5月 1日 

至 平成19年 4月 30日 
区 分 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

  ％  ％  ％

工 事 表 示 板 ・ 標 識 426,006 14.4 408,529 14.0 936,628 15.1

仮 設 防 護 柵 186,253 6.3 179,056 6.1 421,291 6.8

保 安 灯 ・ 警 告 灯 113,835 3.8 112,607 3.9 257,933 4.2

防災用品・環境整備用品 475,482 16.0 459,354 15.7 931,578 15.0

そ の 他 商 品 231,906 7.8 183,370 6.3 341,011 5.5

安

全

機

材

用

品

売

上

高 小 計 1,433,485 48.3 1,342,919 46.0 2,888,443 46.6

グ リ ー ン レ ン タ ル  294,808 9.9 314,199 10.8 674,541 10.9

サ イ ン メ デ ィ ア  1,242,469 41.8 1,261,347 43.2 2,638,093 42.5

合 計 2,970,763 100.0 2,918,465 100.0 6,201,079 100.0

（注）記載金額には消費税等は含まれておりません。 
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