
   

平成20年9月26日 

各位 

                    会社名  株式会社 プラコー 

代表者  代表取締役会長兼社長 高寺 茂覚 

                （JASDAQ・コード6347） 

                     問合せ先 専務取締役 秦 範男 
                  ＴＥＬ  048－798－0222 

 
 
 
 

（訂正）平成18年3月期中間決算短信の訂正について 
 
 
 
 

当社は、平成20年8月29日に公表いたしました「売上計上基準の変更及び過年度決算短信等の訂正につい

て」において、過去5期分の決算短信（平成16年3月期から平成18年3月期までは連結、平成19年3月期から平

成20年3月期までは非連結）および中間決算短信（連結）（平成16年3月中間期から平成18年3月中間期まで

は連結、平成19年3月中間から平成20年3月中間までは非連結）を訂正することを公表し、その概要をお知ら

せしております。 

このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成17年11月29日に発表いたしまし

た「平成18年3月期 中間決算短信」を次ページ以降記載のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には____（アンダーライ

ン）を付して表示しております。 

 

 

以上
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（訂正前）平成 18 年 3 月期 中間決算短信（連結） 

平成 17 年 11 月 29 日 
上場会社名 株式会社 プラコー 上場取引所 JASDAQ 

コード番号 6347 本社所在都道府県 埼玉県 
 

(URL http://www.@placo.co.jp) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長  氏名 高寺 茂覚  
問合せ責任者 役職名 経理部長  氏名 前島 均  
  TEL (048) 798－0222 
 
決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 29 日 
 
親会社等の名称    － (コード番号： － ) 親会社等における当社の議決権所有率 －％ 
 
米国会計基準採用の有無  無   
 
1.  17 年 9 月中間期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 

(1) 連結経営成績                  
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年9月中間期 1,861 ( 1.6 ) △5 ( － ) △37 ( － ) 

16年9月中間期 1,831 (△13.1) 114 ( － ) 74 ( － ) 

17年 3 月 期 3,957  150  84  

 

 中間（当期）純利益 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 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 17年9月中間期 △79 ( － ) △10 04 － － 

 16年9月中間期 30 ( － ) 3 87 － － 

 17年 3 月 期 21  2 74   
 
(注) ① 持分法投資損益 17年9月中間期 －百万円 16年9月中間期 －百万円 17年3月期 －百万円

 ② 期中平均株式数(連結) 17年9月中間期 7,869,413株 16年9月中間期 7,875,629株 17年3月期 7,874,512株

 ③ 会計処理の方法の変更  無  

 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
 (2) 連結財政状態                 
 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

17年9月中間期 3,500 546 15.6 69 47 

16年9月中間期 3,539 632 17.9 80 26 

17 年3 月 期 3,699 641 17.3 81 53 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17年9月中間期 7,867,967株 16年9月中間期 7,874,954株 17年3月期 7,871,391株

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況          
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

17年9月中間期 △99 66 63 186 

16年9月中間期 187 △8 △91 211 

17 年3 月 期 226 △11 △181 155 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社  (除外) 0社
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2. 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 3,920 75 △19 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  △2円 40銭 
  ※   
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（訂正後）平成 18 年 3 月期 中間決算短信（連結） 

平成 20 年 ９ 月 26 日 
上場会社名 株式会社 プラコー 上場取引所 JASDAQ 

コード番号 6347 本社所在都道府県 埼玉県 
 

(URL http://www.@placo.co.jp) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長  氏名 高寺 茂覚  
問合せ責任者 役職名 経理部長  氏名 前島 均  
  TEL (048) 798－0222 
 
決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 29 日 
 
親会社等の名称    － (コード番号： － ) 親会社等における当社の議決権所有率 －％ 
 
米国会計基準採用の有無  無   
 
1.  17 年 9 月中間期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 

(1) 連結経営成績                  
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年9月中間期 2,000 (△8.3) 71 (△72.3 ) 39 (△81.7 ) 

16年9月中間期 2,180 (16.1) 257 ( － ) 217 ( － ) 

17年 3 月 期 4,128  219  153  

 

 中間（当期）純利益 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 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 17年9月中間期 △2 ( － ) △0 32 － － 

 16年9月中間期 172 ( － ) 21 91 － － 

 17年 3 月 期 90  11 49   
 
(注) ① 持分法投資損益 17年9月中間期 －百万円 16年9月中間期 －百万円 17年3月期 －百万円

 ② 期中平均株式数(連結) 17年9月中間期 7,869,413株 16年9月中間期 7,875,629株 17年3月期 7,874,512株

 ③ 会計処理の方法の変更  無  

 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 連結財政状態                  
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

17年9月中間期 3,489 519 14.9 65 98 

16年9月中間期 3,503 601 17.2 76 35 

17 年3 月 期 3,656 537 14.7 68 33 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17年9月中間期 7,867,967株 16年9月中間期 7,874,954株 17年3月期 7,871,391株

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況          
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

17年9月中間期 △99 66 63 186 

16年9月中間期 187 △8 △91 211 

17 年3 月 期 226 △11 △181 155 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社  (除外) 0社
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2. 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 3,920 75 △19 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  △2円 40銭 
  ※   
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（訂正前） 

3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は前期と同様、大手企業の収益の状況や一部産業の設

備投資の指標は、改善の動きを続けてはいるものの、中小企業や地方における産業界は依然とし

て本格的な景気の回復局面には至りませんでした。 

 このような状況のもと、当社は前期に引き続き、製品の開発や改良に努力すると共に、市場の

拡大のために販売体制の強化と、原価のより一層の削減のために会社の組織体制を見直し、その

強化と改革に取り組みました。販売面については、営業情報の一元化と効率的な販売を試み、前

年同期比1.6％の売上高増加となりました。また、鋼材等の値上がりを販売価格に反映すべく努力

しましたが、厳しい価格競争の中、思ったほどの成果を挙げることは出来ませんでした。 

 次に生産面では、当社の関係会社と外注会社で構成する「プラコーグループ」により、生産の

効率化を図ると共に、海外部品の調達拡大など、コストの引き下げに努力しましたが、鋼材等の

値上がり分を吸収することができませんでした。また、間接部門につきましても事務のシステム

の改善と簡素化に取り組み、特にチェックシステムの強化を行い、一般経費の削減に努めました。

一方、財務面については、売掛金の回収促進や在庫の圧縮削減に努め、契約時における契約金の

回収も、徐々にではありますが浸透しつつあり、経営内容は改善されております。 

 当中間連結会計期間の事業の種類別セグメント別の営業の概要は次の通りであります。 

 

[インフレーション成形機事業] 

インフレーション成形機については、国内需要の汎用機種は依然として厳しい状況を続けて

おりますが、高機能フィルム用等の特殊な成形機や、大型の機種については、わが国の経済構

造の変化などにより、新商品や高付加価値製品の生産機として、需要が増加傾向にあり、上期

に特殊高機能機２台を納入したこともあり、中間連結売上高は前年同期比、41.4％増の8億7千2

百万円となりました。 

 

[ブロー成形機事業] 

ブロー成形機は、工業用、自動車部品、雑貨などの生産用であります。特に自動車部品の製

造用に生産効率を向上すべく上市したDAE型が自動車業界の国内外生産設備投資の積極化により

受注量が増加したため、中間連結売上高は前年同期比30.9％増の4億5千6百万円になりました。 

 

[リサイクル装置事業] 

リサイクル装置は、環境問題がますます重要視され、その対応が増すなかで、当社は従来一

軸万能破砕機やマテリアルリサイクルプラントと、前期から新たに上市したサーマルリサイク

ルシステムが主力商品ではありますが、マテリアルリサイクルプラントの需要が激減したこと

が主な要因となって、中間連結売上高は前年同期比52.0％減の3億2千万円となりました。 
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（訂正後） 

3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は前期と同様、大手企業の収益の状況や一部産業の設

備投資の指標は、改善の動きを続けてはいるものの、中小企業や地方における産業界は依然とし

て本格的な景気の回復局面には至りませんでした。 

 このような状況のもと、当社は前期に引き続き、製品の開発や改良に努力すると共に、市場の

拡大のために販売体制の強化と、原価のより一層の削減のために会社の組織体制を見直し、その

強化と改革に取り組みました。販売面については、営業情報の一元化と効率的な販売を試み、前

年同期比1.6％の売上高増加となりました。また、鋼材等の値上がりを販売価格に反映すべく努力

しましたが、厳しい価格競争の中、思ったほどの成果を挙げることは出来ませんでした。 

 次に生産面では、当社の関係会社と外注会社で構成する「プラコーグループ」により、生産の

効率化を図ると共に、海外部品の調達拡大など、コストの引き下げに努力しましたが、鋼材等の

値上がり分を吸収することができませんでした。また、間接部門につきましても事務のシステム

の改善と簡素化に取り組み、特にチェックシステムの強化を行い、一般経費の削減に努めました。

一方、財務面については、売掛金の回収促進や在庫の圧縮削減に努め、契約時における契約金の

回収も、徐々にではありますが浸透しつつあり、経営内容は改善されております。 

 当中間連結会計期間の事業の種類別セグメント別の営業の概要は次の通りであります。 

 

[インフレーション成形機事業] 

インフレーション成形機については、国内需要の汎用機種は依然として厳しい状況を続けて

おりますが、高機能フィルム用等の特殊な成形機や、大型の機種については、わが国の経済構

造の変化などにより、新商品や高付加価値製品の生産機として、需要が増加傾向にあり、上期

に特殊高機能機２台を納入したこともあり、中間連結売上高は前年同期比、27.4％増の9億3千

万円となりました。 

 

[ブロー成形機事業] 

ブロー成形機は、工業用、自動車部品、雑貨などの生産用であります。特に自動車部品の製

造用に生産効率を向上すべく上市したDAE型が自動車業界の国内外生産設備投資の積極化により

受注量が増加したため、中間連結売上高は前年同期比34.8％増の4億8千1百万円になりました。 

 

[リサイクル装置事業] 

リサイクル装置は、環境問題がますます重要視され、その対応が増すなかで、当社は従来一軸万

能破砕機やマテリアルリサイクルプラントと、前期から新たに上市したサーマルリサイクルシス

テムが主力商品ではありますが、マテリアルリサイクルプラントの需要が激減したことが主な要

因となって、中間連結売上高は前年同期比57.9％減の3億7千7百万円となりました。 
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（訂正前） 

[メンテナンス事業]  

メンテナンス事業は、部品等の販売でありますが、中小企業や地方の顧客を対象に努力した

結果、中間連結売上高は前年同期比7.3％増の2億1千1百万円となりました。 

 

以上の結果、当中間連結売上高は前年同期比1.6％増の18億6千1百万円となりました。損益につ

きましては、売上高は微増しましたが、仕入原価低減努力が功を奏さず、厳しい価格競争下の受

注をせざるを得なかったこともあり、3千7百万円の経常損失を計上することになりました。 

 また、たな卸資産及び減損損失等の評価損等を特別損失に計上し、中間純損失は7千9百万円と

なりました。 

 

(2) 財政状態 

①当中間会計期間末の資産、負債、資本の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は、22億6千3百万円（前連結会計年度末は、22

億9千9百万円）となり、3千6百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金等が減少し

たことによるものです。 

 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は、12億3千7百万円（前連結会計年度末は、13

億9千9百万円）となり、1億6千2百万円減少しました。これは、有形固定資産が減少したこと

が主なものであります。 

 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債の残高は、23億7千7百万円（前連結会計年度末は、25

億5千3百万円）となり、1億7千6百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金、短期借

入金が減少したことが主なものであります。 

 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は、5億7千6百万円（前連結会計年度末は、5億4

百万円）となり、7千2百万円増加しました。これは、長期借入金が増加したことが主なもの

であります。 

 

（資本） 

当中間会計期間末における資本の残高は、5億4千6百万円（前連結会計年度末は、6億4千1

百万円）となり、9千5百万円減少しました。これは、土地再評価差額金の減少と中間純損失

を計上したことが主なものであります。 
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（訂正後） 

[メンテナンス事業]  

メンテナンス事業は、部品等の販売でありますが、中小企業や地方の顧客を対象に努力した

結果、中間連結売上高は前年同期比7.3％増の2億1千1百万円となりました。 

 

以上の結果、当中間連結売上高は前年同期比8.3％減の20億円となりました。損益につきまして

は、売上高は減少しましたが、仕入原価低減努力を行いました。その結果、厳しい価格競争下の

受注をせざるを得ない中で、一部大型機の利益率が改善されたこともあり、3千9百万円の経常利

益を計上することができました。 

 また、たな卸資産及び減損損失等の評価損等を特別損失に計上し、中間純損失は2百万円となり

ました。 

 

(2) 財政状態 

①当中間会計期間末の資産、負債、資本の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は、22億5千2百万円（前連結会計年度末は、22

億5千7百万円）となり、5千1百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金等が減少し

たことによるものです。 

 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は、12億3千7百万円（前連結会計年度末は、13

億9千9百万円）となり、1億6千2百万円減少しました。これは、有形固定資産が減少したこと

が主なものであります。 

 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債の残高は、23億9千3百万円（前連結会計年度末は、26

億1千4百万円）となり、2億2千1百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金、短期借

入金が減少したことが主なものであります。 

 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は、5億7千6百万円（前連結会計年度末は、5億4

百万円）となり、7千2百万円増加しました。これは、長期借入金が増加したことが主なもの

であります。 

 

（資本） 

当中間会計期間末における資本の残高は、5億1千9百万円（前連結会計年度末は、5億3千7

百万円）となり、1千8百万円減少しました。これは、土地再評価差額金の減少と中間純損失

を計上したことが主なものであります。 
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（訂正前） 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う。）は1億8千6百万円と、

前連結会計年度末と比べ3千万円（19.7％）の増加になりました。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失 1億3百万円となりまし

た。売上債権の減少はあったものの、仕入債務の減少による資金減少により、△9千9百万円

と前年同期と比べ2億8千7百万円減少となりました。  

 

 （投資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・フローは、投資有価証券の売却の収入があり、6千6百万円の

資金増加となり、前年同期と比べ7千4百万円増加となりました。  

 

 （財務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・フローは、長期借入金の借入れによる収入があり、短期借入

金及び長期借入金の返済による支出がありましたが、6千3百万円の資金増加となり、前年同

期と比べ1億5千5百万円増加となりました。 

 

(3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原価価格の高騰がプラスチック原材料価格の高騰などを誘因す

るなど、企業業績に大きな影響を与え、先行き不透明な状況が続く可能性が高いと予想されます

ので、情勢の把握に努めるとともに適切な対応策を講じるつもりです。  

 当社としては、インフレーション成形機、ブロー成形機及びリサイクル装置の3本柱の販売強化

を行い、生産についても更にコスト削減等を進めてまいります。平成18年3月期は、固定資産の減

損会計の適用の実施の損失を見込んでの連結業績の見通しは、売上高39億2千万円（前期比 

0.9％減）、経常利益7千5百万円（前期比 10.7％減）、当期純損失1千9百万円となる見込みであ

ります。 

 

(4）事業等のリスク 

インフレーション成形機の業界は、汎用フィルムに関する生産工場の海外進出、発展途上国か

らの低価格製品の輸入が恒常化し、今後も同様の傾向が継続するものと予測されます。従って将

来的にインフレーション成形機市場における当社のシェアが低下する可能性があります。  

 環境リサイクル事業に関しては、京都議定書の発効等もあり、国や県の施策が変更されたり、

産業としての業態も予断を許さないところでもありますので、現在計画しているサーマルリサイ

クルへの商品力強化だけにとどまらず、マテリアルリサイクルに向けての商品化研究も視野に入

れた商品戦略により、商圏の縮小を回避するよう注力いたします。 
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（訂正後） 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う。）は1億8千6百万円と、

前連結会計年度末と比べ3千万円（19.7％）の増加になりました。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失 2千7百万円となりまし

た。たな卸資産の減少はあったものの、仕入債務の減少による資金減少により、△9千9百万

円と前年同期と比べ2億8千7百万円減少となりました。  

 

 （投資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・フローは、投資有価証券の売却の収入があり、6千6百万円の

資金増加となり、前年同期と比べ7千4百万円増加となりました。  

 

 （財務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・フローは、長期借入金の借入れによる収入があり、短期借入

金及び長期借入金の返済による支出がありましたが、6千3百万円の資金増加となり、前年同

期と比べ1億5千5百万円増加となりました。 

 

(3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原価価格の高騰がプラスチック原材料価格の高騰などを誘因す

るなど、企業業績に大きな影響を与え、先行き不透明な状況が続く可能性が高いと予想されます

ので、情勢の把握に努めるとともに適切な対応策を講じるつもりです。  

 当社としては、インフレーション成形機、ブロー成形機及びリサイクル装置の3本柱の販売強化

を行い、生産についても更にコスト削減等を進めてまいります。平成18年3月期は、固定資産の減

損会計の適用の実施の損失を見込んでの連結業績の見通しは、売上高39億2千万円（前期比 

0.9％減）、経常利益7千5百万円（前期比 10.7％減）、当期純損失1千9百万円となる見込みであ

ります。 

 

(4)事業等のリスク 

インフレーション成形機の業界は、汎用フィルムに関する生産工場の海外進出、発展途上国からの低

価格製品の輸入が恒常化し、今後も同様の傾向が継続するものと予測されます。従って将来的にイン

フレーション成形機市場における当社のシェアが低下する可能性があります。  

 環境リサイクル事業に関しては、京都議定書の発効等もあり、国や県の施策が変更されたり、産業

としての業態も予断を許さないところでもありますので、現在計画しているサーマルリサイクルへの

商品力強化だけにとどまらず、マテリアルリサイクルに向けての商品化研究も視野に入れた商品戦略

により、商圏の縮小を回避するよう注力いたします。 

 

11



（訂正前） 

4. 中間連結財務諸表等 

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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
    要約連結貸借対照表 
    (平成17年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２  562,776 540,867  501,538

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２  963,884 1,152,249  1,258,948

 ３ たな卸資産   481,064 510,563  489,465

 ４ その他   165,311 71,800  63,236

   貸倒引当金   △14,321 △12,229  △13,408

   流動資産合計   2,158,715 61.0 2,263,251 64.7  2,299,780 62.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 
※１

  
※２

 242,487 211,993  231,814

  (2) 機械装置 
        及び運搬具 

※１  78,848 66,462  72,992

  (3) 土地 ※２  823,000 735,809  823,000

  (4) その他 ※１  9,709 12,342  11,338

   有形固定資産合計   1,154,045 32.6 1,026,608 29.3  1,139,145 30.8

 ２ 無形固定資産    

  (1) 電話加入権   2,121 72  2,121

   無形固定資産合計   2,121 0.1 72 0.0  2,121 0.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２  129,132 122,663  161,974

  (2) 長期貸付金   6,166 ―  ―

  (3) その他   261,444 200,384  216,432

    貸倒引当金   △172,070 △112,297  △120,174

   投資その他の 
       資産合計 

  224,673 6.3 210,751 6.0  258,232 7.0 

   固定資産合計   1,380,840 39.0 1,237,431 35.3  1,399,499 37.8 

   資産合計   3,539,555 100.0 3,500,683 100.0  3,699,280 100.0 
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（訂正後） 

4. 中間連結財務諸表等 

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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
    要約連結貸借対照表 
    (平成17年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２  562,776 540,867  501,538

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２  874,319 1,045,560  1,046,324

 ３ たな卸資産   534,351 605,517  645,237

 ４ その他   165,311 71,800  76,391

   貸倒引当金   △13,892 △11,760  △12,387

   流動資産合計   2,122,867 60.6 2,251,985 64.5  2,257,105 61.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 
※１

  
※２

 242,487 211,993  231,814

  (2) 機械装置 
        及び運搬具 

※１  78,848 66,462  72,992

  (3) 土地 ※２  823,000 735,809  823,000

  (4) その他 ※１  9,709 12,342  11,338

   有形固定資産合計   1,154,045 32.9 1,026,608 29.4  1,139,145 31.2

 ２ 無形固定資産    

  (1) 電話加入権   2,121 72  2,121

   無形固定資産合計   2,121 0.1 72 0.0  2,121 0.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２  129,132 122,663  161,974

  (2) 長期貸付金   6,166 ―  ―

  (3) その他   261,444 200,384  216,432

    貸倒引当金   △172,070 △112,297  △120,174

   投資その他の 
       資産合計 

  224,673 6.4 210,751 6.1  258,232 7.1

   固定資産合計   1,380,840 39.4 1,237,431 35.5  1,399,499 38.3

   資産合計   3,503,707 100.0 3,489,417 100.0  3,656,605 100.0
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（訂正前） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
    要約連結貸借対照表 
    (平成17年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   870,161 967,820  1,086,018

 ２ 短期借入金 ※２  1,264,666 1,130,192  1,176,196

 ３ 未払法人税等   6,883 12,254  8,771

 ４ 前受金   194,426 166,869  159,883

 ５ 賞与引当金   11,388 11,054  21,052

 ６ その他   78,598 88,950  101,466

   流動負債合計   2,426,123 68.5 2,377,142 67.9  2,553,388 69.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２  175,976 284,788  174,131

 ２ 退職給付引当金   72,050 91,574  83,706

 ３ 繰延税金負債   17,540 19,998  30,444

 ４ 再評価に係る 
       繰延税金負債 

  215,818 180,593  215,818

   固定負債合計   481,385 13.6 576,954 16.5  504,099 13.6

   負債合計   2,907,508 82.1 2,954,096 84.4  3,057,488 82.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,205,000 34.1 1,205,000 34.4  1,205,000 32.5

Ⅱ 資本剰余金   3,441 0.1 3,441 0.1  3,441 0.1

Ⅲ 利益剰余金   △919,740 △26.0 △955,696 △27.3  △928,652 △25.1

Ⅳ 土地再評価差額金   318,385 9.0 266,419 7.6  318,385 8.6

Ⅴ その他有価証券評価 
      差額金 

  25,876 0.7 29,502 0.8  44,912 1.2

Ⅵ 自己株式   △916 △0.0 △2,081 △0.0  △1,295 △0.0

   資本合計   632,046 17.9 546,586 15.6  641,791 17.3

   負債資本合計   3,539,555 100.0 3,500,683 100.0  3,699,280 100.0 

    

 

14



  
（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
    要約連結貸借対照表 
    (平成17年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比
    (％)

金額(千円) 
構成比 

   
(％) 

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形及び買掛金   870,161 967,820   1,086,018

 ２ 短期借入金 ※２  1,264,666 1,130,192   1,176,196

 ３ 未払法人税等   6,883 12,254   8,771

 ４ 前受金   194,426 190,369   223,524

 ５ 賞与引当金   11,388 11,054   21,052

 ６ その他   73,530 81,639   99,098

   流動負債合計   2,421,056 69.1 2,393,331 68.6  2,614,661 71.5

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金 ※２  175,976 284,788   174,131

 ２ 退職給付引当金   72,050 91,574   83,706

 ３ 繰延税金負債   17,540 19,998   30,444

 ４ 再評価に係る 
       繰延税金負債 

  215,818 180,593   215,818

   固定負債合計   481,385 13.7 576,954 16.5  504,099 13.8

   負債合計   2,902,441 82.8 2,970,285 85.1  3,118,761 85.3

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,205,000 34.4 1,205,000 34.5  1,205,000 33.0

Ⅱ 資本剰余金   3,441 0.1 3,441 0.1  3,441 0.1

Ⅲ 利益剰余金   △950,521 △27.1 △983,150 △28.2  △1,032,600 △28.2

Ⅳ 土地再評価差額金   318,385 9.1 266,419 7.6  318,385 8.7

Ⅴ その他有価証券評価 
      差額金 

  25,876 0.7 29,502 0.9  44,912 1.2

Ⅵ 自己株式   △916 △0.0 △2,081 △0.0  △1,295 △0.1

   資本合計   601,265 17.2 519,131 14.9  537,843 14.7

   負債資本合計   3,503,707 100.0 3,489,417 100.0  3,656,605 100.0
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（訂正前） 

② 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,831,864 100.0 1,861,680 100.0  3,957,729 100.0

Ⅱ 売上原価   1,258,947 68.7 1,428,300 76.7  2,935,938 74.2

  売上総利益   572,916 31.3 433,379 23.3  1,021,790 25.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１  458,646 25.1 439,094 23.6  871,345 22.0

  営業利益   114,270 6.2 ― ―  150,444 3.8

  営業損失   ― ― 5,714 △0.3  ― ―

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,201  1,377 4,067 

 ２ 受取配当金  180  222 1,753 

 ３ 為替差益  ― 834 3,967 

 ４ 社宅維持費  ― 988 1,977 

 ５ その他  1,411  3,793 0.2 851 4,275 0.2 2,012 13,778 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  25,906  24,897 52,398 

 ２ 手形売却損  13,471  10,828 22,888 

 ３ 為替差損  771  ― ― 

 ４ その他  3,339  43,490 2.3 130 35,856 1.9 4,202 79,489 2.0

  経常利益   74,573 4.1 ― ―  84,733 2.1

  経常損失   ― ― 37,296 △2.0  ― ―

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 1,555 100 

 ２ 固定資産売却益 ※２ ― 387 ― 

 ３ 投資有価証券 
   売却益 

 ― 66,950 ― 

 ４ 償却債権取立益  9,055  ― 9,055 

 ５ その他  110  9,165 0.5 ― 68,894 3.7 ― 9,155 0.2

Ⅶ 特別損失    

 １ たな卸資産 
   評価損 

 20,471  19,175 32,596 

 ２ たな卸資産 
   除却損 

 17,109  3,853 32,717 

 ３ 固定資産除却損 ※３ ― 50 10 

 ４ 減損損失  ― 99,018 ― 

 ５ 貸倒損失  ― 2,500 ― 

 ６ リゾート会員権 
   評価額 

 ― 8,949 ― 

 ７ 電話加入権評価額  ― 2,049 ― 

 ８ 貸倒引当金繰入額  10,904 ― 1,201 

 ９ その他  ― 48,485 2.7 135,595 7.3 952 67,477 1.7

  税金等調整前中間 
  （当期）純利益 

  35,253 1.9  26,410 0.6

  税金等調整前中間 
  純損失 

  ― ― 103,997 △5.6  ― ―

  法人税、住民税 
  及び事業税 

  4,745 0.2 10,236 0.5  4,814 0.1

  法人税等調整額   ― ― △35,224 1.9  ― ―

  中間(当期)純利益   30,508 1.7 ― ―  21,596 0.5

  中間純損失   ― ― 79,009 △4.2  ― ―
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（訂正後） 

② 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   2,180,776 100.0 2,000,800 100.0  4,128,832 100.0

Ⅱ 売上原価   1,464,973 67.2 1,490,375 74.5  3,037,913 73.6

  売上総利益   715,803 32.8 510,424 25.5  1,090,919 26.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１  458,646 21.0 439,094 21.9  871,589 21.1

  営業利益   257,157 11.8 71,329 3.6  219,329 5.3

  営業損失   ― ― ― ―  ― ―

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,201  1,377 4,067 

 ２ 受取配当金  180  222 1,753 

 ３ 為替差益  ― 834 3,967 

 ４ 社宅維持費  ― 988 1,977 

 ５ その他  1,411  3,793 0.2 851 4,275 0.2 2,012 13,778 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  25,906  24,897 52,398 

 ２ 手形売却損  13,471  10,828 22,888 

 ３ 為替差損  771  ― ― 

 ４ その他  3,339  43,490 2.0 130 35,856 1.8 4,202 79,489 1.9

  経常利益   217,460 10.0 39,748 2.0  153,618 3.7

  経常損失   ― ― ― ―  ― ―

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 1,004 100 

 ２ 固定資産売却益 ※２ ― 387 ― 

 ３ 投資有価証券 
   売却益 

 ― 66,950 ― 

 ４ 償却債権取立益  9,055  ― 9,055 

 ５ その他  110  9,165 0.4 ― 68,343 3.4 ― 9,155 0.2

Ⅶ 特別損失    

 １ たな卸資産 
   評価損 

 20,471  19,175 32,596 

 ２ たな卸資産 
   除却損 

 17,109  3,853 32,717 

 ３ 固定資産除却損 ※３ ― 50 10 

 ４ 減損損失  ― 99,018 ― 

 ５ 貸倒損失  ― 2,500 ― 

 ６ リゾート会員権 
   評価額 

 ― 8,949 ― 

 ７ 電話加入権評価額  ― 2,049 ― 

 ８ 貸倒引当金繰入額  11,738 ― 1,201 

 ９ その他  ― 49,320 2.2 ― 135,595 6.8 952 67,477 1.6

  税金等調整前中間 
  （当期）純利益 

  177,305 8.2 ― ―  95,295 2.3

  税金等調整前中間 
  純損失 

  ― ― 27,504 △1.4  ― ―

  法人税、住民税 
  及び事業税 

  4,745 10,236  4,814 0.1

  法人税等調整額   ― 0.2 △35,224 △1.3  ― ―

  中間(当期)純利益   172,560 8.0 ― ―  90,481 2.2

  中間純損失   ― ― 2,516 △0.1  ― ―
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（訂正前） 

③ 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,441 3,441  3,441

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 3,441 3,441  3,441

  (利益剰余金の部) 
   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △ 950,248 △ 928,652  △ 950,248

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   中間（当期）純利益  30,508 ―  21,596 

   土地再評価差額金取崩額  ― 30,508 51,965 51,965 ― 21,596

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   中間純損失  79,009 79,009  

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 △ 919,740 △ 955,696  △ 928,652
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（訂正後） 

③ 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,441 3,441  3,441

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 3,441 3,441  3,441

  (利益剰余金の部) 
   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △ 1,123,081 △ 1,032,600  △ 1,123,081

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   中間（当期）純利益  172,560 ―  90,481 

   土地再評価差額金取崩額  ― 172,560 51,965 51,965 ― 90,481

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   中間純損失  ― ― 2,516 2,516 ― ―

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 △ 950,521 △ 983,150  △ 1,032,600
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（訂正前） 

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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

      税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は税金等 
   調整前中間純損失(△) 

 35,253 △103,997 26,410

   減価償却費  17,736 15,782 36,773

   貸倒引当金の増減額  △4,465 △1,555 10,027

   賞与引当金の増減額  △7,632 △9,998 2,031

   退職給付引当金の増加額  6,303 7,867 17,959

   受取利息及び受取配当金  △2,382 △1,600 △5,821

   支払利息  25,906 24,897 52,398

   手形売却損  13,471 10,828 22,888

   投資有価証券売却益  ― △66,950 ―

   有形固定資産売却益  ― △387 ―

   有形固定資産除却損  ― 50 10

   減損損失  ― 99,018 ―

   貸倒損失  ― 2,500 ―

   電話加入権評価損  ― 2,049 ―

   リゾート会員権評価損  ― 8,949 ―

   為替差益  △2,114 △292 △3,343

   たな卸資産除却損  17,109 3,853 32,717

   たな卸資産評価損  20,471 19,175 32,596

   売上債権の増減額  415,802 113,684 86,196

   たな卸資産の増減額  △34,046 △44,126 △70,179

   仕入債務の増減額  △279,513 △138,666 35,124

   未払金の増減額  △8,975 4,894 △4,304

   未払消費税等の増減額  △14,963 △5,328 △13,956

   償却債権取立益  △9,055 ― △9,055

   その他  10,600 272 26,074

    小計  199,506 △59,081 274,547

   利息及び配当金の受取額  3,280 2,958 5,367

   利息等の支払額  △40,775 △36,696 △76,042

   法人税等の支払額  △14,561 △6,753 △16,993

   償却債権取立による収入  40,414 ― 40,414

   その他  ― ― △952

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 187,864 △99,572 226,339
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（訂正後） 

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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

      税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は税金等 
   調整前中間純損失(△) 

 177,305 △ 27,504 95,295

   減価償却費  17,736 15,782 36,773

   減損損失  ― 99,018 ―

   賞与引当金の増減額  △3,631 △ 1,004 10,270

   退職給付引当金の増加額  △7,632 △ 9,998 2,031

   受取利息及び受取配当金  6,303 7,867 17,959

   支払利息  △2,382 △ 1,600 △5,821

   手形売却損  25,906 24,897 52,398

   投資有価証券売却益  13,471 10,828 22,888

   有形固定資産売却益  ― △ 66,950 ―

   有形固定資産除却損  ― △ 387 ―

   減損損失  ― 50 10

   貸倒損失  ― 2,500 ―

   電話加入権評価損  ― 2,049 ―

   リゾート会員権評価損  ― 8,949 ―

   為替差益  △2,114 △ 292 △3,343

   たな卸資産除却損  17,109 3,853 32,717

   たな卸資産評価損  20,471 19,175 32,596

   売上債権の減少額  49,444 △ 32,390 △93,461

   たな卸資産の増加額  168,905 16,691 30,287

   仕入債務の増減額  △279,513 △ 138,666 35,124

   未払金の増減額  △8,975 4,894 △4,304

   未払消費税等の減少額  2,482 1,627 △5,401

   償却債権取立益  △9,055 ― △9,055

   その他  13,673 1,529 27,582

    小計  199,506 △59,081 274,547

   利息及び配当金の受取額  3,280 2,958 5,367

   利息等の支払額  △40,775 △36,696 △76,042

   法人税等の支払額  △14,561 △6,753 △16,993

   償却債権取立による収入  40,414 ― 40,414

   その他  ― ― △952

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 187,864 △99,572 226,339
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（訂正前） 

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割および資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

     この結果、販売費及び一般管

理費が2,137千円増加し、営業利

益、経常利益および税金等調整前中

間純利益が2,137千円減少しており

ます。 

（耐用年数の変更） 

 固定資産の減損に係る会計基準を

適用し減損処理した資産については

耐用年数を経済的残存使用年数とし

ております。 

 この結果、減価償却費が481千円

増加し、営業損失、経常損失及び税

金等調整前中間純損失が同額増加し

ております。 

 

―――― 

 

22



（訂正後） 

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割および資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が2,137千円増加し、営業利益、経

常利益および税金等調整前中間純利

益が2,137千円減少しております。 

（耐用年数の変更） 

 固定資産の減損に係る会計基準を

適用し減損処理した資産については

耐用年数を経済的残存使用年数とし

ております。 

 この結果、減価償却費が481千円

増加し、営業利益及び経常利益が同

額減少し、税金等調整前中間純損失

が同額増加しております。 

 

―――― 
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（訂正前） 

注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

運賃荷造費 55,555千円

役員報酬 24,578千円

給与手当、賞与 151,509千円

賞与引当金繰入額 8,778千円

退職給付費用 10,554千円
 

運賃荷造費 93,509千円

役員報酬 27,449千円

給与手当、賞与 104,467千円

賞与引当金繰入額 6,056千円

退職給付費用 8,315千円
 

運賃荷造費 113,734千円

役員報酬 48,435千円

旅費交通費 91,036千円

給与手当、賞与 278,654千円

貸倒引当金繰入額 8,925千円

賞与引当金繰入額 21,052千円

退職給付費用 22,603千円
 

※２  

――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 387千円
 

※２     

――――― 

 

※３  

――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 50千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 50千円
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（訂正後） 

注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は次の通

りであります。 

運賃荷造費 55,555千円

役員報酬 24,578千円

給与手当、賞与 151,509千円

賞与引当金繰入額 8,778千円

退職給付費用 10,554千円
 

運賃荷造費 93,509千円

役員報酬 27,449千円

給与手当、賞与 104,467千円

賞与引当金繰入額 6,056千円

退職給付費用 8,315千円
 

運賃荷造費 113,734千円

役員報酬 48,435千円

旅費交通費 91,036千円

給与手当、賞与 278,654千円

貸倒引当金繰入額 9,169千円

賞与引当金繰入額 21,052千円

退職給付費用 22,603千円
 

※２  

――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 387千円
 

※２     

――――― 

 

※３  

――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 50千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  機械装置 
  及び運搬具 

 50千円
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（訂正前） 

セグメント情報 

１ 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16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 

インフレ 
ーション 
成形機事業 
(千円) 

ブロー 
成形機事業
(千円) 

リサイクル
装置事業
(千円) 

メンテ 
ナンス 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

617,399 348,352 668,931 197,180 1,831,864 ― 1,831,864

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 617,399 348,352 668,931 197,180 1,831,864 ― 1,831,864

営業費用 581,323 340,023 584,924 24,476 1,530,748 186,845 1,717,593

営業利益 36,075 8,328 84,007 172,703 301,115 (186,845) 114,270

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE-75 DA-90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) メンテナンス事業…………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186,845千円であり、その主

なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 

４ 「メンテナンス事業」は前連結会計年度まで「その他の事業」として表示しておりましたが、当該事

業の売上高が全セグメントの売上高の合計額の10％以上となったため、当該事業の名称を付して表示

しております。なお、「メンテナンス事業」は単一のセグメントであり、事業区分の変更はありませ

ん。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

インフレ 
ーション 
成形機事業 
(千円) 

ブロー 
成形機事業
(千円) 

リサイクル
装置事業
(千円) 

メンテ 
ナンス 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

872,972 456,153 320,974 211,580 1,861,680 ― 1,861,680

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 872,972 456,153 320,974 211,580 1,861,680 ― 1,861,680

営業費用 802,193 397,337 379,759 92,895 1,672,175 195,219 1,867,395

営 業 利 益 及 び 
営 業 損 失 （△） 

70,779 58,815 △58,775 118,684 189,504 (195,219) △5,714

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE-75 DA-90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) メンテナンス事業…………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 195,219千円であり、その

主なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 
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（訂正後） 

セグメント情報 

１ 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16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 

インフレ 
ーション 
 成形機業 
 (千円) 

ブロー 
 成形機
事業 

 (千円)

リサイクル
  装置事業
  (千円)

メンテ 
 ナンス
 事業 

  (千円)

計 
 (千円) 

消去 
  又は全社 
  (千円) 

連結 
 (千円)

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

730,657 357,240 895,708 197,170 2,180,776 ― 2,180,776

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 730,657 357,240 895,708 197,170 2,180,776 ― 2,180,776

営業費用 657,319 343,844 711,168 24,441 1,736,774 186,845 1,923,619

営業利益 73,337 13,395 184,540 172,728 444,002 (186,845) 257,157

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE-75 DA-90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) メンテナンス事業…………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186,845千円であり、その主

なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 

４ 「メンテナンス事業」は前連結会計年度まで「その他の事業」として表示しておりましたが、当該事業

の売上高が全セグメントの売上高の合計額の10％以上となったため、当該事業の名称を付して表示して

おります。なお、「メンテナンス事業」は単一のセグメントであり、事業区分の変更はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

インフレ 
ーション 
成形機事業 
(千円) 

ブロー 
成形機事業
(千円) 

リサイクル
装置事業
(千円) 

メンテ 
ナンス 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

930,506 481,549 377,184 211,560 2,000,800 ― 2,000,800

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 930,506 481,549 377,184 211,560 2,000,800 ― 2,000,800

営業費用 842,353 405,452 393,528 92,915 1,734,251 195,219 1,929,470

営 業 利 益 及 び 
営 業 損 失 （△） 

88,152 76,096 △ 16,344 118,645 266,548 (195,219) 71,329

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE-75 DA-90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) メンテナンス事業…………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 195,219千円であり、その

主なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 
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（訂正前） 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

インフレ 
ーション 
成形機事業 
(千円) 

ブロー 
成形機事業
(千円) 

リサイクル
装置事業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

1,456,093 1,205,970 856,931 438,735 3,957,729 ― 3,957,729

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 1,456,093 1,205,970 856,931 438,735 3,957,729 ― 3,957,729

営業費用 1,224,206 977,406 867,487 275,684 3,344,783 462,501 3,807,284

営 業 利 益 及 び 
営 業 損 失 (△) 

231,887 228,564 △10,556 163,051 612,946 (462,501) 150,444

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE―75 DA―90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) その他の事業………………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は462,501千円であり、その主

なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 
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（訂正後） 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 

インフレ 
  ーション 
 成形機事

業 
    (千円) 

ブロー 
成形機事業
    (千円)

リサイクル
 装置事業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
  又は全社 
 (千円) 

連結 
 (千円)

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

1,539,222 1,162,856 988,021 438,731 4,128,832 ― 4,128,832

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 1,539,222 1,162,856 988,021 438,731 4,128,832 ― 4,128,832

営業費用 1,286,164 953,620 931,289 275,684 3,446,757 462,744 3,909,502

営 業 利 益 及 び 
営 業 損 失 (△） 

253,057 209,236 56,732 163,047 682,074 (462,744) 219,329

(注) １ 事業区分は製品及び販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) インフレーション成形機事業……EXZ75 多層機 

(2) ブロー成形機事業…………………DAE―75 DA―90 

(3) リサイクル装置事業………………洗浄機 破砕機 

(4) その他の事業………………………部品 技術サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は462,744千円であり、その主

なものは、親会社の一般管理部門にかかる費用です。 
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（訂正前） 

１株当たり情報 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 80円 26銭 69円  47銭 81円  53銭

１株当たり中間（当期）
純利益 

3円 87銭 －円  －銭 2円  74銭

１株当たり中間純損失 －円 －銭 10円  04銭 －円  －銭

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がない
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につ
いては、潜在株式がない
ため、及び中間純損失を
計上しているため記載し
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につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。 

 １株当たり中間純利益の
算定上の基礎 

中間連結 
損益計算 
書上の中 
間純利益 

30,508千円

普通株式 
に係る中 
間純利益 

30,508千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
    ありませ
ん。 

普通株式の 

期中平均 
株式数 

7,875,629株

  

１株当たり中間純損失の
算定上の基礎 

中間連結 
損益計算 
書上の中 
間純損失 

79,009千円

普通株式 
に係る中 
間純損失 

79,009千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
    ありませ
ん。 

普通株式の

期中平均 
株式数 

7,869,413株

  

１株当たり当期純利益の
算定上の基礎 

連結損益 
計算書上 
の当期純 
利益 

21,596千円

普通株式 
に係る当 
期純利益 

21,596千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
    ありませ
ん。 

普通株式の 

期中平均 
株式数 

7,874,512株
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（訂正後） 

１株当たり情報 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 76円 35銭 65円  98銭 68円    33銭

１株当たり中間（当期）
純利益 

21円 91銭 －円  －銭 11円    49銭

１株当たり中間純損失 －円 －銭 0円  32銭 －円  －銭

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がない
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につ
いては、１株当たり中間
純損失であり、潜在株式
が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につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。 

 １株当たり中間純利益の
算定上の基礎 

中間連結 
損益計算 
書上の中 
間純利益 

172,560千円

普通株式 
に係る中 
間純利益 

172,560千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
        あり
ません。 

普通株式の 

期中平均 
株式数 

7,875,629株

  

１株当たり中間純損失の
算定上の基礎 

中間連結 
損益計算 
書上の中 
間純損失 

2,516千円

普通株式 
に係る中 
間純損失 

2,516千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
        あり
ません。 

普通株式の

期中平均 
株式数 

7,869,413株

  

１株当たり当期純利益の
算定上の基礎 

連結損益 
計算書上 
の当期純 
利益 

90,481千円

普通株式 
に係る当 
期純利益 

90,481千円

普通株主 
に帰属し 
ない金額 
の主要な 
内訳 

該当事項は 
        あり
ません。 

普通株式の 

期中平均 
株式数 

7,874,512株
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（訂正前） 

5. 受注及び販売の状況 

 販売実績及び受注高 

 

販売実績 

期 別 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

製品区分 
金額(千円) 

比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％） 

インフレーション  

 成形機事業 
617,399 33.7 872,972 46.9 1,456,093 36.8

ブロー成形機事業 348,352 19.0 456,153 24.5 1,205,970 30.5

リサイクル装置事業 668,931 36.5 320,974 17.2 856,931 21.6

メンテナンス事業 197,180 10.8 211,580 11.4 438,735 11.1

合   計 1,831,864 100.0 1,861,680 100.0 3,957,729 100.0

販売金額に占める輸

出の割合 
 1.2 1.9 3.9

 

受注高 

期 別 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

製品区分 
金額(千円) 

比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％） 

インフレーション  

 成形機事業 
938,519 45.0 687,146 38.5 1,849,429 50.3

ブロー成形機事業 539,340 25.8 612,313 34.3 1,086,002 29.5

リサイクル装置 事

業 
608,856 29.2 484,769 27.2 741,681 20.2

合   計 2,086,715 100.0 1,784,228 100.0 3,677,114 100.0

期末受注残高 1,345,826 1,208,215 1,074,086 

（注）部品については、受注高及び受注残高に含まれておりません。 

32



（訂正後） 

5. 受注及び販売の状況 

 販売実績及び受注高 

 

販売実績 

期 別 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

製品区分 
金額(千円) 

比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％） 

インフレーション  

 成形機事業 
730,657 33.5 930,506 46.5 1,539,222 37.3

ブロー成形機事業 357,240 16.4 481,549 24.0 1,162,856 28.2

リサイクル装置事業 895,708 41.1 377,184 18.9 988,021 23.9

メンテナンス事業 197,170 9.0 211,560 10.6 438,731 10.6

合   計 2,180,776 100.0 2,000,800 100.0 4,128,832 100.0

販売金額に占める輸

出の割合 
 1.0 1.7 3.7

 

受注高 

期 別 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

製品区分 
金額(千円) 

比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％）

金額(千円) 
比率

（％） 

インフレーション  

 成形機事業 
938,519 45.0 687,146 38.5 1,849,429 50.3

ブロー成形機事業 539,340 25.8 612,313 34.3 1,086,002 29.5

リサイクル装置事業 608,856 29.2 484,769 27.2 741,681 20.2

合   計 2,086,715 100.0 1,784,228 100.0 3,677,114 100.0

期末受注残高 1,737,803 1,069,096 902,983 

（注）部品については、受注高及び受注残高に含まれておりません。 
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（訂正前）平成 18年 3月期 個別中間財務諸表の概要 

平成 17 年 11 月 29 日 

上場会社名 株式会社 プラコー 上場取引所 JASDAQ 

コード番号 6347 本社所在都道府県 埼玉県 
 

(URL http://www.@placo.co.jp) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 高寺 茂覚 

問合せ責任者 役職名 経理部長 氏名 前島 均  

  TEL (048) 798 － 0222  
 
決算取締役会開催日 平成 17年 11月 29日 中間配当制度の有無  無 
 
中間配当支払開始日 平成 － 年 －月 － 日 単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株) 
 
親会社等の名称  － (コード番号： － ) 親会社等における当社の議決権所有率 －％

 

1. 17 年 9 月中間期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 

(1) 経営成績                    
(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 17年9月中間期 1,740 (  8.4 ) △39 ( ―  ) △65 ( ―  ) 

 16年9月中間期 1,605 (△13.7 ) 98 ( ―  ) 64 ( ―  ) 

  17年 3 月 期 3,475  132  79  

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

 17年9月中間期 △97 ( ―  ) △12 39 

 16年9月中間期 24 ( ―  ) 3 10 

  17年 3 月 期 20  2 58 
 
(注) ① 期中平均株式数 17年9月中間期 7,869,413株 16年9月中間期 7,875,629株 17年3月期 7,874,512株

 ② 会計処理の方法の変更 無

 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 
 円 銭 円 銭

17年9月中間期 ― ― ― ― 

16年9月中間期 ― ― ― ― 

 17 年 3月期 ――― ――― 

(注)17年9月中間期配当金の

内訳 

記念配当 ― 円－銭

特別配当 ― 円－銭

 
 
(2) 財政状態                    
(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年9月中間期 3,500 566 16.2 71 97 

16年9月中間期 3,468 665 19.2 84 50 

 17 年 3月期 3,652 679 18.6 86 38 
 
(注) ① 期末発行済株式数 17年9月中間期 7,867,967株 16年9月中間期 7,874,954株 17年3月期 7,871,391株

 ② 期末自己株式数 17年9月中間期 20,833株 16年9月中間期 13,846株 17年3月期 17,409株

 

2. 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 

１株当たり年間配当金
 売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通期 3,700 35 △42 － － － － 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  △5円 32銭 
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（訂正後）平成 18年 3月期 個別中間財務諸表の概要  

平成 20 年 ９ 月 26 日 

上場会社名 株式会社 プラコー 上場取引所 JASDAQ 

コード番号 6347 本社所在都道府県 埼玉県 
 

(URL http://www.@placo.co.jp) 
 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 高寺 茂覚 

問合せ責任者 役職名 経理部長 氏名 前島 均  

  TEL (048) 798 － 0222  
 
決算取締役会開催日 平成 17年 11月 29日 中間配当制度の有無  無 
 
中間配当支払開始日 平成 － 年 －月 － 日 単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株) 
 
親会社等の名称  － (コード番号： － ) 親会社等における当社の議決権所有率 －％

 

1. 17 年 9 月中間期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 

(1) 経営成績                   
 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 17年9月中間期 1,879 (△3.8 ) 37 (△84.5) 11 （△94.4) 

 16年9月中間期 1,954 (19.9 ) 241 ( ―  ) 207 ( ―  ) 

  17年 3 月 期 3,646  201  147  

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

 17年9月中間期 △21 ( ―  ) △2 67 

 16年9月中間期 166 ( ―  ) 21 13 

  17年 3 月 期 89  11 33 
 
(注) ① 期中平均株式数 17年9月中間期 7,869,413株 16年9月中間期 7,875,629株 17年3月期 7,874,512株

 ② 会計処理の方法の変更 無

 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 
 円 銭 円 銭

17年9月中間期 ― ― ― ― 

16年9月中間期 ― ― ― ― 

 17 年 3月期 ――― ――― 

(注)17年9月中間期配当金の

内訳 

記念配当 ― 円－銭

特別配当 ― 円－銭

 
 
(2) 財政状態                   
 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年9月中間期 3,489 538 15.4 68 48 

16年9月中間期 3,432 634 18.5 80 59 

 17 年 3月期 3,610 575 16.0 73 17 
 
(注) ① 期末発行済株式数 17年9月中間期 7,867,967株 16年9月中間期 7,874,954株 17年3月期 7,871,391株

 ② 期末自己株式数 17年9月中間期 20,833株 16年9月中間期 13,846株 17年3月期 17,409株

 

2. 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 

１株当たり年間配当金
 売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通期 3,700 35 △42 － － － － 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  △5円 32銭 
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（訂正前） 

6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２  485,126 518,702  483,865

 ２ 受取手形 ※２  114,985 57,312  321,709

 ３ 売掛金 ※２  793,832 1,068,237  861,060

 ４ たな卸資産   461,262 502,627  465,551

 ５ 短期貸付金   10,819 16,111  26,351

 ６ 未収入金   31,282 14,322  20,449

 ７ その他   131,551 49,358  33,373

   貸倒引当金   △14,321 △12,282  △13,530

   流動資産合計   2,014,539 58.1 2,214,389 63.3  2,198,830 60.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 
※１
※２

222,008 192,976 212,120 

  (2) 土地 ※２ 823,000 735,809 823,000 

  (3) その他 ※１ 105,986 94,675 100,592 

   有形固定資産合計   1,150,995 33.2 1,023,461 29.2  1,135,712 31.1

 ２ 無形固定資産   2,121 0.0 72 0.0  2,121 0.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 149,602 142,976 182,246 

  (2) その他  323,590 232,364 254,412 

   貸倒引当金  △172,070 △112,438 △120,350 

   投資その他の 
   資産合計 

  301,123 8.7 262,903 7.5  316,308 8.7

   固定資産合計   1,454,239 41.9 1,286,436 36.7  1,454,142 39.8

  資産合計   3,468,778 100.0 3,500,826 100.0  3,652,973 100.0

    

 

36



（訂正後） 

6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２  485,126 518,702  483,865

 ２ 受取手形 ※２  114,985 57,312  321,709

 ３ 売掛金 ※２  704,267 961,548  648,437

 ４ たな卸資産   514,549 597,581  621,323

 ５ 短期貸付金   10,819 16,111  22,240

 ６ 未収入金   31,282 14,322  33,605

 ７ その他   131,551 49,358  37,484

   貸倒引当金   △13,892 △11,812  △12,509

   流動資産合計   1,978,691 57.6 2,203,124 63.1  2,156,155 59.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 
※１
※２

222,008 192,976 212,120 

  (2) 土地 ※２ 823,000 735,809 823,000 

  (3) その他 ※１ 105,986 94,675 100,592 

   有形固定資産合計   1,150,995 33.5 1,023,461 29.3  1,135,712 31.5

 ２ 無形固定資産   2,121 0.1 72 0.0  2,121 0.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 149,602 142,976 182,246 

  (2) その他  323,590 232,364 254,412 

   貸倒引当金  △172,070 △112,438 △120,350 

   投資その他の 
   資産合計 

  301,123 8.8 262,903 7.6  316,308 8.8

   固定資産合計   1,454,239 42.4 1,286,436 36.9  1,454,142 40.3

  資産合計   3,432,930 100.0 3,489,561 100.0  3,610,298 100.0
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（訂正前） 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形   466,667 623,372  752,676

 ２ 買掛金   383,358 356,809  346,605

 ３ 短期借入金 ※２  1,264,954 1,184,660  1,171,840

 ４ 未払法人税等   4,977 4,858  8,591

 ５ 前受金   194,426 166,869  159,683

 ６ 賞与引当金   7,208 7,970  10,684

 ７ その他 ※３  70,582 81,776  89,833

   流動負債合計   2,392,176 69.0 2,426,317 69.3  2,539,915 69.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２  135,972 254,780  139,125

 ２ 退職給付引当金   41,827 52,986  47,858

 ３ 繰延税金負債   17,528 19,923  30,352

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

  215,818 180,593  215,818

   固定負債合計   411,146 11.8 508,283 14.5  433,153 11.9

  負債合計   2,803,322 80.8 2,934,600 83.8  2,973,069 81.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,205,000 34.7 1,205,000 34.4  1,205,000 33.0

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  3,441 3,441 3,441 

   資本剰余金合計   3,441 0.1 3,441 0.1  3,441 0.1

Ⅲ 利益剰余金    

  中間(当期)未処理損失  886,314 935,945 890,404 

   利益剰余金合計   △886,314 △25.5 △935,945 △26.7  △890,404 △24.4

Ⅳ 土地再評価差額金   318,385 9.2 266,419 7.6  318,385 8.7

Ⅴ その他有価証券評価 
  差額金 

  25,859 0.7 29,391 0.9  44,777 1.2

Ⅵ 自己株式   △916 △0.0 △2,081 △0.1  △1,295 △0.0

  資本合計   665,456 19.2 566,226 16.2  679,904 18.6

  負債・資本合計   3,468,778 100.0 3,500,826 100.0  3,652,973 100.0
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（訂正後） 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形   466,667 623,372  752,676

 ２ 買掛金   383,358 356,809  346,605

 ３ 短期借入金 ※２  1,264,954 1,184,660  1,171,840

 ４ 未払法人税等   4,977 4,858  8,591

 ５ 前受金   194,426 190,369  223,324

 ６ 賞与引当金   7,208 7,970  10,684

 ７ その他 ※３  65,515 74,465  87,465

   流動負債合計   2,387,108 69.5 2,442,506 70.0  2,601,188 72.0

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２  135,972 254,780  139,125

 ２ 退職給付引当金   41,827 52,986  47,858

 ３ 繰延税金負債   17,528 19,923  30,352

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

  215,818 180,593  215,818

   固定負債合計   411,146 12.0 508,283 14.6  433,153 12.0

  負債合計   2,798,254 81.5 2,950,789 84.6  3,034,342 84.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,205,000 35.1 1,205,000 34.5  1,205,000 33.4

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  3,441 3,441 3,441 

   資本剰余金合計   3,441 0.1 3,441 0.1  3,441 0.1

Ⅲ 利益剰余金    

  中間(当期)未処理損失  917,094 963,400 994,352 

   利益剰余金合計   △917,094 △26.7 △963,400 △27.6  △994,352 △27.5

Ⅳ 土地再評価差額金   318,385 9.3 266,419 7.6  318,385 8.8

Ⅴ その他有価証券評価 
  差額金 

  25,859 0.7 29,391 0.9  44,777 1.2

Ⅵ 自己株式   △916 △0.0 △2,081 △0.1  △1,295 △0.0

  資本合計   634,675 18.5 538,771 15.4  575,956 16.0

  負債・資本合計   3,432,930 100.0 3,489,561 100.0  3,610,298 100.0
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（訂正前） 

② 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,605,938 100.0 1,740,584 100.0  3,475,334 100.0

Ⅱ 売上原価   1,169,671 72.8 1,438,681 82.7  2,673,921 76.9

   売上総利益   436,267 27.2 301,902 17.3  801,413 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   337,840 21.1 341,615 19.6  669,090 19.3

   営業利益   98,427 6.1  132,322 3.8

   営業損失   ― ― 39,713 △2.3  ― ―

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,243 0.6 9,048 0.5  24,609 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  43,324 2.7 34,827 2.0  77,876 2.2

   経常利益   64,346 4.0 ― ―  79,056 2.3

   経常損失   ― ― 65,492 △3.8  ― ―

Ⅵ 特別利益 ※３  9,103 0.6 68,998 4.0  9,093 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  46,219 2.9 133,397 7.7  63,509 1.8

  税引前中間 

  (当期)純利益 
  27,230 1.7 ― ―  24,639 0.7

  税引前中間純損失   ― ― 129,891 △7.5  ― ―

  法人税、住民税 

  及び事業税 
  2,840 0.2 2,840 0.2  4,340 0.1

  法人税等調整額   ― ― △ 35,224 △1.7  ― ―

  中間(当期)純利益   24,390 1.5 ― ―  20,299 0.6

  中間純損失   ― ― 97,506 △5.6  ― ―

  前期繰越損失   910,704 890,404  910,704

    土地再評価差額金 

  取崩額 
 ― △51,965 ―

  中間(当期)未処理損失   886,314 935,945  890,404
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（訂正後） 

② 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,954,851 100.0 1,879,703 100.0  3,646,437 100.0

Ⅱ 売上原価   1,375,697 70.4 1,500,756 79.8  2,775,896 76.1

   売上総利益   579,153 29.6 378,947 20.2  870,541 23.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   337,840 17.3 341,615 18.2  669,334 18.4

   営業利益   241,313 12.3 37,331 2.0  201,207 5.5

   営業損失   ― ― ― ―  ― ―

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,243 0.5 9,048 0.5  24,609 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  43,324 2.2 34,827 1.9  77,876 2.1

   経常利益   207,233 10.6 11,552 0.6  147,941 4.1

   経常損失   ― ― ― ―  ― ―

Ⅵ 特別利益 ※３  9,103 0.5 68,447 3.7  9,093 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  47,053 2.4 133,397 7.1  63,509 1.7

  税引前中間 

  (当期)純利益 
  169,282 8.7 ― ―  93,524 2.6

  税引前中間純損失   ― ― 53,397 △2.8  ― ―

  法人税、住民税 

  及び事業税 
  2,840 0.2 2,840 4,340 4,340 0.1

  法人税等調整額   ― △35,224 △32,3844 △1.7 ― ― ―

  中間(当期)純利益   166,442 8.5 ― ―  89,184 2.5

  中間純損失   ― ― 21,013 △1.1  ― ―

  前期繰越損失   1,083,537 994,352  1,083,537

    土地再評価差額金 

  取崩額 
 ― △51,965 ―

  中間(当期)未処理損失   917,094 963,400  994,352
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（訂正前） 

追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

     この結果、販売費及び一般管

理費が2,137千円増加し、営業利

益、経常利益および税引前中間純利

益が2,137千円減少しております。 

 （耐用年数の変更） 

 固定資産の減損に係る会計基準を

適用し減損処理した資産については

耐用年数を経済的残存使用年数とし

ております。 

 この結果、減価償却費が481千円

増加し、営業損失、経常損失及び税

引前中間純損失が同額増加しており

ます。 

 

 

――― 

 

（訂正後） 

追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

     この結果、販売費及び一般管

理費が2,137千円増加し、営業利

益、経常利益および税引前中間純利

益が2,137千円減少しております。 

 （耐用年数の変更） 
 固定資産の減損に係る会計基準を
適用し減損処理した資産については
耐用年数を経済的残存使用年数とし
ております。 
 この結果、減価償却費が481千円
増加し、営業利益及び経常利益が同
額減少し、税金等調整前中間純損失
が同額増加しております。 

 

――― 
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（訂正前） 

注記事項 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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

受取利息 3,479千円

受取配当金 173千円

設備賃貸料 2,497千円

事務手数料 2,333千円
 

受取利息 2,146千円

受取配当金 216千円

設備賃貸料 2,497千円

事務手数料 2,320千円
 

受取利息 6,400千円

受取配当金 1,741千円

設備賃貸料 4,995千円

事務手数料 4,688千円
 

※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 25,810千円

手形売却損 13,471千円
 

支払利息 23,922千円

手形売却損 10,773千円
 

支払利息 51,068千円

手形売却損 22,770千円
 

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

償却債権取立益 8,993千円
 投資有価証券 

売却益 
66,950千円

固定資産売却益 387千円

貸倒引当金  

戻入額 

 1,330千円
 

 

償却債権取立益 8,993千円
 

※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 

たな卸資産 
    除却損 

17,109千円

たな卸資産 
    評価損 

18,471千円

貸倒引当金 
    繰入額 

10,638千円

 

たな卸資産 
除却損 

3,654千円

たな卸資産 
評価損 

17,175千円

減損損失 99,018千円

リゾート会員権

評価損 
8,949千円

電話加入権  

評価損 
2,049千円

貸倒損失 2,500千円

 

たな卸資産  
除却損 

32,717千円

たな卸資産 
評価損 

28,596千円

貸倒引当金  
繰入額 

1,233千円

 

 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 17,449千円
 

有形固定資産 15,496千円
 

有形固定資産 36,169千円
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（訂正後） 

注記事項 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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

受取利息 3,479千円

受取配当金 173千円

設備賃貸料 2,497千円

事務手数料 2,333千円
 

受取利息 2,146千円

受取配当金 216千円

設備賃貸料 2,497千円

事務手数料 2,320千円
 

受取利息 6,400千円

受取配当金 1,741千円

設備賃貸料 4,995千円

事務手数料 4,688千円
 

※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 25,810千円

手形売却損 13,471千円
 

支払利息 23,922千円

手形売却損 10,773千円
 

支払利息 51,068千円

手形売却損 22,770千円
 

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

償却債権取立益 8,993千円
 投資有価証券 

売却益 
66,950千円

固定資産売却益 387千円

貸倒引当金  

戻入額 

   779千円
   

 

償却債権取立益 8,993千円
 

※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 

たな卸資産 
    除却損 

17,109千円

たな卸資産 
    評価損 

18,471千円

貸倒引当金 
    繰入額 

11,472千円

 

たな卸資産 
除却損 

3,654千円

たな卸資産 
評価損 

17,175千円

減損損失 99,018千円

リゾート会員権

評価損 
8,949千円

電話加入権  

評価損 
2,049千円

貸倒損失 2,500千円

 

たな卸資産  
除却損 

32,717千円

たな卸資産 
評価損 

28,596千円

貸倒引当金  
繰入額 

1,233千円

 

 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 17,449千円
 

有形固定資産 15,496千円
 

有形固定資産 36,169千円
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