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1. 21年２月中間期の業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 
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(百万円未満切捨て)

(1) 経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月中間期 5,512 △9.6 50 △75.1 54 △72.8 32 △77.1
20年２月中間期 6,095    3.0 202 △22.9 198 △28.2 141  36.1

 20年２月期 13,067 ― 662 ― 609 ― 353 ―

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

21年２月中間期 5 51 ─ ─
20年２月中間期 24 09 ─ ─

 20年２月期 60 07 ─ ─

(参考) 持分法投資損益 21年２月中間期 ─百万円 20年２月中間期 ─百万円 20年２月期 ─百万円

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年２月中間期 12,653 9,189 72.6 1,563 10

20年２月中間期 13,289 9,093 68.4 1,546 05

 20年２月期 13,507 9,241 68.4 1,571 39

(参考) 自己資本 21年２月中間期 9,189百万円 20年２月中間期 9,093百万円 20年２月期 9,241百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月中間期 735 △699 △271 1,014

20年２月中間期 734 △286 △233 1,643

 20年２月期 923 △659 △434 1,254

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

20年２月期 ─ ─ 12 00 12 00

21年２月期(予想) ─ ─ 12 00 12 00

(％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 12,000 △8.2 520 △21.5 500 △18.0 250 △29.2 42 52
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、21頁「追加情報」をご覧ください。〕 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、37頁「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

  

 
  

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(2) 発行済株式数（普通株式）

①
期末発行済株式数 

(自己株式を含む)
21年２月中間期 5,970,480株 20年２月中間期 5,970,480株 20年２月期 5,970,480株

② 期末自己株式数 21年２月中間期 91,418株 20年２月中間期 88,940株 20年２月期 89,540株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成21年２月期の業績予想に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであ
り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場
合があります。 
 なお、平成21年２月期の業績予想については、経営成績及び財政状態(３頁)を合わせてご参照ください。
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当中間会計期間におけるわが国経済は、改正建築基準法による建築着工の減少等のマイナス要因、

原油をはじめとする資源価格の高騰、昨年顕在化した米国サブプライムローン問題に端を発した金融

市場の混乱等により、企業業績の先行き不透明感の増大から景気の減速感が増してきております。 

建築金物業界におきましては、建築基準法の改正による影響は収束に向かっているものの、需要先

の住宅市場では、新設住宅着工戸数は引き続き前年同期を下回る水準で推移しております。また、堅

調に推移しておりました集合賃貸住宅や分譲マンションの建設市場では、不動産投融資における信用

収縮の懸念とともに景気の不透明感により販売が低調となってまいりました。原材料価格に高止まり

感がある中、市場環境が急速に変化しており経営環境は大変厳しい状況となっております。 

このような状況の中、エクステリアでは鋼製物置において主力製品の販促に努めました。現場建築

金物では市場シェアアップを目指しておりますピット・グレーチング等を生産する津山第二工場の本

格稼働により生産性を向上いたしました。販売先であります金物流通業界に緊密な営業活動を進める

とともに、在庫の適正化や滞留在庫の消化によるたな卸資産の圧縮、物流コストや販売管理費の見直

し等経費削減に努め、収益の確保に取り組んでまいりました。 

その結果、当中間会計期間の営業成果につきましては、売上高は前年同期比9.6％減の55億12百万

円となりました。営業利益は売上高が減少したことに加え原材料価格の高騰や、設備の新設・新製品

金型製作等による減価償却費の増加により前年同期比75.1％減の50百万円となり、経常利益は前年同

期比72.8％減の54百万円となりました。中間純利益は売掛債権の減少に伴い貸倒引当金戻入額13百万

円が発生したものの、前年同期比77.1％減の32百万円となりました。 

今後のわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の信用収縮により、不動

産投融資に多大な影響があるものと予想されます。また景況感の悪化による個人消費の伸び悩みや、

原材料価格の高騰による企業業績の下振れ懸念等により、景気の後退局面を意識する展開が予想さ

れ、国内景気の減速により当社事業においてもこの影響を受けることが想定されます。 

当社といたしましては、材料コストの上昇が続く中、今夏一部製品については販売価格への転嫁を

実施いたしました。しかしながら、市場の価格下落圧力は依然強く販売の低下につながらないよう値

上げ幅を若干抑えております。また、小規模集合住宅向けエクステリア製品の拡販、省エネ・バリア

フリー関連製品などの新製品の開発、拡販に努めます。さらに、現在の千葉工場（佐倉市）の移転先

であります成田工場（富里市）が、平成20年９月末竣工し年末に本格稼働することで不動産賃借料削

減及び内製化の推進を図り業績改善の一助とする所存であります。 

当期の業績予想につきましては、急速な経済環境の変化の影響により企業間競争が激化すると共に

販売先各社における在庫数量の減少が影響し、売上高及び利益率のカバーには至りませんでした。通

期におきましても、販売費・一般管理費等の経費削減に取り組むものの、上半期の販売状況、原材料

価格の動向を踏まえ、期初の想定を上回るコストアップと国内市況の急速な変化を考慮のうえ急速な

経済の回復は見込めないものと判断し、売上高120億円(前事業年度比8.2％減)、営業利益５億20百万

円(前事業年度比21.5％減)、経常利益５億円(前事業年度比18.0％減)、当期純利益２億50百万円(前

事業年度比29.2％減)に訂正しております。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績

②今後の見通し
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当中間会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ13億49百万円減少し、70億57

百万円となりました。これは、成田工場の上棟時金を自己資金により支払ったため現金及び預金が

２億40百万円減少したこと、売上高の減少に伴い受取手形が５億40百万円、売掛金が５億19百万円

それぞれ減少したことが主因であります。 

当中間会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べ４億95百万円増加し、55億96

百万円となりました。これは、成田工場の上棟時金３億円を建設仮勘定に計上したこと、福岡営業

所の移転に伴い土地が１億55百万円増加したことが主因であります。 

当中間会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ６億61百万円減少し、29億83

百万円となりました。これは、売上高の減少に伴い材料仕入高等が減少したため買掛金が２億33百

万円減少したこと、課税所得の減少により未払法人税等が１億95百万円減少したことが主因であり

ます。 

当中間会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ１億40百万円減少し、４億81

百万円となりました。これは、借入金の返済により長期借入金が１億55百万円減少したことが主因

であります。 

当中間会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ51百万円減少し、91億89百万円

となりました。これは、配当金の支払70百万円が主因であります。 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ２億40百万円減少し、10億

14百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間とほぼ変わらず

７億35百万円の収入となりました。これは、売上債権の減少額が２億79百万円増加したことなどに

より収入増となったものの、税引前中間純利益が１億93百万円減少し、さらに仕入債務の減少額が

２億52百万円増加したことなどにより支出増となったことが主因であります。 

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ４億13百

万円支出が増加し６億99百万円の支出となりました。これは、成田工場の上棟時金３億円、福岡営

業所の移転に伴い取得した土地１億55百万円、賃貸店舗の建設94百万円及び津山第二工場の生産設

備23百万円の支出が主因であります。 

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ38百万円

支出が増加し２億71百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による純支出が50百万

円増加したことが主因であります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(イ)資産

(ロ)負債

(ハ)純資産

②キャッシュ・フローの状況

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注)１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率           ：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 

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 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．有利子負債は、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すべての負債を対象としており

ます。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を使用しております。 

５．平成17年２月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」

は、営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため記載しておりません。 

  

当社は、株主各位に対する利益還元を経営における重要政策の一つと考えており、長期に株式を保有

していただく株主の皆様のご期待にお応えするため１株当たり12円の安定的な配当に加え、１株当たり

当期利益が65円を上回る場合は２円を配当することを基本方針としております。 

当期の利益配当につきましては、遺憾ながら１株当たり当期純利益が65円を割り込むと予想しており

ますので、基本方針に従い１株当たり12円とする予定です。 

内部留保資金につきましては、企業基盤の強化及び設備投資等、将来の事業に備えることとし、事業

の拡大に努めてまいる所存であります。 

  

近の有価証券報告書（平成20年５月23日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成21年２月

中間期

自己資本比率 61.5% 65.1% 66.4% 68.4% 72.6%

時価ベースの自己資本比率 27.3% 42.7% 33.0% 35.4% 31.6%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ 2.9年 2.7年 0.9年 0.8年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 25.5倍 24.7倍 60.9倍 145.1倍

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク
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近の有価証券報告書（平成20年５月23日提出）における「事業の内容」から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

  

２ 企業集団の状況
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平成19年２月期決算短信（平成19年４月13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.daiken.ne.jp 

（ジャスダック証券取引所ホームページ）（「JDS」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/kekiji/ 

  

３ 経営方針

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

すべき課題、(5)内部管理体制の整備・運用状況
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４ 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 2,378,115 1,749,516 1,989,893

 ２ 受取手形 ※５ 2,506,572 2,088,431 2,628,503

 ３ 売掛金 1,925,703 1,755,060 2,274,171

 ４ 棚卸資産 1,471,988 1,359,139 1,417,261

 ５ 繰延税金資産 100,466 89,828 116,693

 ６ その他 53,079 44,865 23,871

   貸倒引当金 △36,810 △29,272 △43,159

   流動資産合計 8,399,115 63.2 7,057,569 55.8 8,407,235 62.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 1,536,767 1,731,846 1,685,021

  (2) 機械及び装置 275,600 315,532 334,534

  (3) 土地 ※２ 1,537,081 1,690,705 1,537,081

  (4) その他 382,022 737,414 431,404

    有形固定資産合計 3,731,471 28.1 4,475,498 35.4 3,988,042 29.5

 ２ 無形固定資産 43,843 0.3 39,138 0.3 39,011 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 501,547 380,972 398,111

  (2) 関係会社株式 20,000 20,000 20,000

  (3) 保険積立金 451,185 488,338 464,888

  (4) 破産更生債権等 815 1,965 ─

  (5) 繰延税金資産 ─ 43,794 39,632

  (6) その他 170,432 176,324 178,757

    貸倒引当金 △28,515 △29,665 △27,700

    投資その他の 
    資産合計

1,115,465 8.4 1,081,729 8.5 1,073,690 8.0

   固定資産合計 4,890,781 36.8 5,596,365 44.2 5,100,744 37.8

   資産合計 13,289,896 100.0 12,653,935 100.0 13,507,980 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 571,002 372,470 452,685

 ２ 買掛金 1,667,570 1,625,359 1,858,827

 ３ 短期借入金 ※２ 400,000 355,000 400,000

 ４ 未払金 209,020 185,808 242,121

 ５ 未払法人税等 75,464 7,525 202,849

 ６ 未払消費税等 ※３ 12,400 12,461 6,565

 ７ 賞与引当金 195,130 177,870 210,806

 ８ 役員賞与引当金 10,998 ─ 20,000

 ９ その他 243,197 246,828 251,315

   流動負債合計 3,384,784 25.5 2,983,325 23.6 3,645,171 27.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 605,000 250,000 405,000

 ２ 役員退職慰労引当金 169,275 164,425 175,625

 ３ 繰延税金負債 4,208 ─ ─

 ４ その他 33,496 66,619 40,944

   固定負債合計 811,980 6.1 481,044 3.8 621,569 4.6

   負債合計 4,196,765 31.6 3,464,369 27.4 4,266,741 31.6

㈱ダイケン(5900)平成21年２月期中間決算短信(非連結)

- 9 -



 
  

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 481,524 3.6 481,524 3.8 481,524 3.6

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 249,802 249,802 249,802

  (2) その他資本剰余金 596 596 596

   資本剰余金合計 250,398 1.9 250,398 2.0 250,398 1.9

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 120,381 120,381 120,381

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立 
    金

3,541 2,926 2,926

    別途積立金 7,050,000 7,300,000 7,050,000

    繰越利益剰余金 1,130,460 1,054,537 1,342,692

   利益剰余金合計 8,304,383 62.5 8,477,845 67.0 8,515,999 63.0

 ４ 自己株式 △50,854 △0.4 △52,704 △0.4 △51,345 △0.4

   株主資本合計 8,985,451 67.6 9,157,063 72.4 9,196,576 68.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

107,680 32,501 44,662

   評価・換算差額等 
   合計

107,680 0.8 32,501 0.2 44,662 0.3

   純資産合計 9,093,131 68.4 9,189,565 72.6 9,241,239 68.4

   負債及び純資産合計 13,289,896 100.0 12,653,935 100.0 13,507,980 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 6,095,548 100.0 5,512,155 100.0 13,067,313 100.0

Ⅱ 売上原価 4,278,546 70.2 3,884,059 70.5 9,193,563 70.4

   売上総利益 1,817,002 29.8 1,628,095 29.5 3,873,750 29.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,614,174 26.5 1,577,544 28.6 3,211,226 24.5

   営業利益 202,827 3.3 50,551 0.9 662,523 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 31,034 0.5 34,243 0.6 45,751 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 35,045 0.6 30,670 0.5 98,580 0.8

   経常利益 198,816 3.2 54,124 1.0 609,694 4.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 61,009 1.0 13,887 0.2 54,714 0.4

Ⅶ 特別損失 ※4,5 ─ 0.0 1,981 0.0 6,423 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

259,826 4.2 66,030 1.2 657,985 5.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

69,100 2,802 273,700

   法人税等調整額 49,047 118,147 1.9 30,811 33,613 0.6 30,990 304,690 2.3

   中間(当期)純利益 141,679 2.3 32,417 0.6 353,295 2.7
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得

 剰余金の配当

 中間純利益

 別途積立金の積立

 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 ─ ─ ─ ─

平成19年８月31日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 120,381 3,541 6,850,000 1,271,144 8,245,067 △49,626 8,927,363

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,227 △1,227

 剰余金の配当 △82,363 △82,363 △82,363

 中間純利益 141,679 141,679 141,679

 別途積立金の積立 200,000 △200,000 ─ ─

 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 ─ ─ 200,000 △140,684 59,315 △1,227 58,087

平成19年８月31日残高(千円) 120,381 3,541 7,050,000 1,130,460 8,304,383 △50,854 8,985,451

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(千円) 168,595 168,595 9,095,958

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,227

 剰余金の配当 △82,363

 中間純利益 141,679

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△60,914 △60,914 △60,914

中間会計期間中の変動額合計 △60,914 △60,914 △2,826

平成19年８月31日残高(千円) 107,680 107,680 9,093,131
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成20年２月29日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得

 剰余金の配当

 中間純利益

 別途積立金の積立

 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 ─ ─ ─ ─

平成20年８月31日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 120,381 2,926 7,050,000 1,342,692 8,515,999 △51,345 9,196,576

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,358 △1,358

 剰余金の配当 △70,571 △70,571 △70,571

 中間純利益 32,417 32,417 32,417

 別途積立金の積立 250,000 △250,000 ─ ─

 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 ─ ─ 250,000 △288,154 △38,154 △1,358 △39,512

平成20年８月31日残高(千円) 120,381 2,926 7,300,000 1,054,537 8,477,845 △52,704 9,157,063

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高(千円) 44,662 44,662 9,241,239

中間会計期間中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,358

 剰余金の配当 △70,571

 中間純利益 32,417

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△12,160 △12,160 △12,160

中間会計期間中の変動額合計 △12,160 △12,160 △51,673

平成20年８月31日残高(千円) 32,501 32,501 9,189,565
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 
  

 
  

 
  

 
  

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

事業年度中の変動額(千円)

 自己株式の取得

 剰余金の配当

 当期純利益

 固定資産圧縮積立金の取崩

 別途積立金の積立

 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 ─ ─ ─ ─

平成20年２月29日残高(千円) 481,524 249,802 596 250,398

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 120,381 3,541 6,850,000 1,271,144 8,245,067 △49,626 8,927,363

事業年度中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,719 △1,719

 剰余金の配当 △82,363 △82,363 △82,363

 当期純利益 353,295 353,295 353,295

 固定資産圧縮積立金の取崩 △615 615 ─ ─

 別途積立金の積立 200,000 △200,000 ─ ─

 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 ─ △615 200,000 71,547 270,932 △1,719 269,212

平成20年２月29日残高(千円) 120,381 2,926 7,050,000 1,342,692 8,515,999 △51,345 9,196,576

項 目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年２月28日残高(千円) 168,595 168,595 9,095,958

事業年度中の変動額(千円)

 自己株式の取得 △1,719

 剰余金の配当 △82,363

 当期純利益 353,295

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の事業年度 
 中の変動額(純額)

△123,932 △123,932 △123,932

事業年度中の変動額合計 △123,932 △123,932 145,280

平成20年２月29日残高(千円) 44,662 44,662 9,241,239
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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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

   税引前中間(当期)純利益 259,826 66,030 657,985

   減価償却費 104,699 130,845 242,770

   投資有価証券評価損 ─ ─ 423

   減損損失 ─ 1,981 ─

   棚卸資産除却損 901 21 743

   棚卸資産評価損 ─ 7,999 ─

   貸倒引当金の増減額 
   (減少は△)

△61,489 △11,921 △55,955

   賞与引当金の増減額 
   (減少は△)

△24,002 △32,935 △8,327

   役員賞与引当金の増減額 
   (減少は△)

△9,002 △20,000 ─

   役員退職慰労引当金の
   増減額(減少は△)

△2,925 △11,200 3,425

   受取利息及び受取配当金 △11,332 △10,895 △13,824

   支払利息 7,934 5,672 15,044

   ゴルフ会員権評価損 ─ ─ 6,000

   固定資産売却損益 
   (益は△)

─ 50 6,019

   固定資産除却損 381 695 5,169

   投資有価証券売却損益
   (益は△)

△168 0 △168

   為替差損益(益は△) 2,258 3,839 5,827

   売上債権の増減額 
   (増加は△)

777,454 1,056,989 307,057

   棚卸資産の増減額 
   (増加は△)

14,959 50,100 69,842

   仕入債務の増減額 
   (減少は△)

△44,228 △297,192 3,441

   その他資産の増減額 
   (増加は△)

△32,814 △13,168 △5,735

   その他負債の増減額 
   (減少は△)

22,618 △5,225 40,813

   未払消費税等の増減額
   (減少は△)

△25,034 5,896 △30,869

    小計 980,037 927,583 1,249,683

   利息及び配当金の受取額 10,953 10,896 13,414

   利息の支払額 △8,642 △5,066 △15,170

   法人税等の支払額 △247,419 △198,125 △324,635

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

734,928 735,288 923,292
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得 
   による支出

△253,402 △663,050 △596,749

   有形固定資産の売却 
   による収入

─ 120 946

   無形固定資産の取得 
   による支出

△14,343 △5,259 △14,343

   定期預金の預入 
   による支出

△735,000 △735,000 △1,465,000

   定期預金の払戻 
   による収入

735,000 735,000 1,465,000

   投資有価証券の取得 
   による支出

△2,855 △3,129 △4,872

   投資有価証券の売却 
   による収入

230 0 230

   貸付けによる支出 △1,500 △5,800 △2,300

   貸付金の回収による収入 450 900 1,900

   その他の投資活動による 
   支出

△37,366 △30,207 △83,426

   その他の投資活動による 
   収入

22,247 6,449 39,523

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△286,540 △699,975 △659,091

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 300,000 ─ 300,000

   長期借入金の返済による 
   支出

△450,000 △200,000 △650,000

   自己株式の取得 
   による支出

△1,227 △1,358 △1,719

   配当金の支払額 △82,278 △70,491 △82,290

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△233,506 △271,850 △434,009

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△2,251 △3,839 △5,783

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(減少は△)

212,629 △240,376 △175,592

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,430,485 1,254,893 1,430,485

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 1,643,115 1,014,516 1,254,893
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     中間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、移動平均法

により算定)

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     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

却原価は移動平均法によ

り算定)

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ 

   時価法

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) 棚卸資産 

   先入先出法による原価法

 (3) 棚卸資産

同左

 (3) 棚卸資産

同左

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

  建物（建物付属設備は除く）

  ①平成10年３月31日以前に取得

したもの

   旧定率法によっております。

  ②平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したも

の

   旧定額法によっております。

  ③平成19年４月１日以降に取得

したもの  

   定額法によっております。
  
  建物以外  

  ①平成19年３月31日以前に取得

したもの  

   旧定率法によっております。

  ②平成19年４月１日以降に取得

したもの  

   定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 15～50年

機械及び装置 10～13年

   また、10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方

式を採用しております。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

  建物（建物付属設備は除く）

  ①平成10年３月31日以前に取得

したもの

同左

  ②平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したも

の

同左

  ③平成19年４月１日以降に取得

したもの  

同左
  
  建物以外  

  ①平成19年３月31日以前に取得

したもの  

同左

  ②平成19年４月１日以降に取得

したもの  

同左

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 15～50年

機械及び装置 10～13年

   また、10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方

式を採用しております。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

  建物（建物付属設備は除く）

①平成10年３月31日以前に取得

したもの

 同左

②平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したも

の

 同左

③平成19年４月１日以降に取得

したもの

 同左
 
  建物以外

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

 同左

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

 同左

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 15～50年

機械及び装置 10～13年

   また、10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方

式を採用しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法によっております。

   ただし、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

定額法を採用しております。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用 

   定額法

 (3) 長期前払費用

同左

 (3) 長期前払費用

同左
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準により

計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

   役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当事業年度末に

おける支給見込額に基づき、

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。

 (3) 役員賞与引当金

   役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当事業年度末に

おける支給見込額に基づき、

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、当中間会計期間では支

給見込額の当中間会計期間負

担額を合理的に見積もること

が困難であったため計上して

おりません。

 (3) 役員賞与引当金

   役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当事業年度末に

おける支給見込額を計上して

おります。

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しており

ます。

 (4) 役員退職慰労引当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりま

す。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間期

末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。

５ 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。

５ リース取引の処理方法

同左

５ リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

６ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。

   為替予約が付されている外貨

建金銭債務等については、振

当処理を行っております。

６ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。

６ ヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。

   為替予約が付されている外貨

建金銭債務等については、振

当処理を行っております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

   金利スワップ 

   為替予約

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

   金利スワップ

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

   金利スワップ

   為替予約

  (ヘッジ対象) 

   借入金の利息 

   外貨建金銭債権債務等

  (ヘッジ対象)

   借入金の利息

  (ヘッジ対象)

   借入金の利息

   外貨建金銭債権債務等

 ③ ヘッジ方針

   金利スワップは実需の範囲内

で行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。

   為替予約取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目

的で行っており、投機的な取

引は行わない方針でありま

す。

 ③ ヘッジ方針

   金利スワップは実需の範囲内

で行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。

 ③ ヘッジ方針

   金利スワップは実需の範囲内

で行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。

   為替予約取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目

的で行っており、投機的な取

引は行わない方針でありま

す。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

   特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効

性の評価を省略しておりま

す。

   為替予約については、ヘッジ

対象及びヘッジ手段の為替変

動の累計を比較し、その変動

の比率によって有効性を評価

しております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

   特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効

性の評価を省略しておりま

す。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

   特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効

性の評価を省略しておりま

す。

   為替予約については、ヘッジ

対象及びヘッジ手段の為替変

動の累計を比較し、その変動

の比率によって有効性を評価

しております。

７ 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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資からなって

おります。

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

８ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

８ その他中間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

同左

８ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左
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(6) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日)

前事業年度  
(自 平成19年３月１日  
 至 平成20年２月29日)

(有形固定資産の減価償却方法)

 当中間会計期間から法人税法の改

正（所得税法等の一部を改正する法

律（平成19年３月30日 法律第６

号）及び法人税法施行令の一部を改

正する政令（平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

 なお、この変更に伴い従来の方法

によった場合に比べ、売上原価が

1,322千円、販売費及び一般管理費

が802千円それぞれ増加しておりま

す。売上総利益は1,322千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は2,124千円減少してお

ります。

─── (有形固定資産の減価償却方法)

 当事業年度から法人税法の改

正 (所得税法等の一部を改正する法

律 (平成19年３月30日 法律第６

号）及び法人税法施行令の一部を改

正する政令（平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴い従来の方法

によった場合に比べ、売上原価が

7,878千円、販売費及び一般管理費

が3,224千円それぞれ増加しており

ます。売上総利益は7,878千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は11,103千円減少してお

ります。
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(追加情報)

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日)

前事業年度  
(自 平成19年３月１日  
 至 平成20年２月29日)

─── (有形固定資産の減価償却方法)

 当中間会計期間から法人税法の改

正（所得税法等の一部を改正する法

律（平成19年３月30日 法律第６

号）及び法人税法施行令の一部を改

正する政令（平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産資産

については、償却可能限度額まで償

却が終了した翌事業年度から５年間

で均等償却する方法によっておりま

す。 

なお、この変更に伴い、売上原価が

8,190千円、販売費及び一般管理費

が955千円それぞれ増加しておりま

す。売上総利益は8,190千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は9,145千円減少してお

ります。

───
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１  
  
 

有形固定資産 
の減価償却 
累計額

5,795,958千円
※１  
  
 

有形固定資産
の減価償却 
累計額

5,833,407千円
※１
  
 

有形固定資産 
の減価償却 
累計額

5,718,253千円

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。

 (イ)担保に供している資産

建物 884,846千円

土地 93,139千円

計 977,985千円

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。

 (イ)担保に供している資産

建物 838,143千円

土地 93,139千円

計 931,282千円

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。

 (イ)担保に供している資産

建物 860,876千円

土地 93,139千円

計 954,015千円

 

 (ロ)対応する債務

短期借入金 300,000千円

長期借入金 475,000千円

計 775,000千円
 

 (ロ)対応する債務

短期借入金 275,000千円

長期借入金 200,000千円

計 475,000千円
 

 (ロ)対応する債務

一年内返済予定 
長期借入金 

300,000千円

長期借入金 325,000千円

計 625,000千円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債

「未払消費税等」として表示

しております。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３ 

───

 ４

───

 ４

───

 ４ 手形割引高

受取手形割引高 295,074千円

※５

───

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、満期日に決済が行

われたものとして処理してお

ります。 

なお、中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、中間

会計期間末残高から除かれて

おります。

受取手形 271,966千円

割引手形 1,283千円

※５

───
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,987千円

受取配当金 9,344千円

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,315千円

受取配当金 9,580千円

為替差益 12,870千円

仕入割引 3,515千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3,317千円

受取配当金 10,507千円

受取保険 
配当金

10,611千円

仕入割引 9,165千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7,934千円

手形売却損 1,255千円

売上割引 14,132千円

為替差損 10,239千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 5,672千円

手形売却損 1,730千円

売上割引 14,242千円

棚卸資産
評価損

7,999千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 15,044千円

手形売却損 2,985千円

売上割引 27,982千円

為替差損 39,667千円

固定資産 
除却損

5,169千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 
戻入額

60,840千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入額

13,887千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金  
戻入額

54,545千円

※４ 

   ───

※４ 特別損失の主要項目

減損損失 1,981千円

※４ 特別損失の主要項目

ゴルフ会員権 
評価損

6,000千円

※５ 

───

 

※５ 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減損損失を
計上しております。

用途 種類 場所

厚生施設 土地 大阪府豊能町

社宅 土地 大阪市淀川区

当社は減損損失の算定に当た
り、他の資産又は資産グループか
ら概ね独立したキャッシュ・フロ
ーを生み出す 小の単位によって
資産のグルーピングを行っており
ます。

なお、遊休資産については、個
別の物件ごとにグルーピングを行
っております。

減損損失を認識した遊休資産
は、近年の継続的な地価の下落に
より、帳簿価額に対し時価が著し
く下落 した ため、当該減 少額
(1,981千円)を減損損失として特別
損失に計上しております。なお、
当該遊休資産の回収可能価額は正
味売却価額により算定しており、
固定資産税評価額等を参考として
評価しております。

※５ 

───

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 99,070千円

無形固定資産 4,375千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 124,182千円

無形固定資産 5,132千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 230,822千円

無形固定資産 9,164千円
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

単元未満株式の買取請求による増加 1,550株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 5,970,480 ─ ─ 5,970,480

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 87,390 1,550 ─ 88,940

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 82,363 14.00 平成19年２月28日 平成19年５月25日
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当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

単元未満株式の買取請求による増加 1,878株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 5,970,480 ─ ─ 5,970,480

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 89,540 1,878 ─ 91,418

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20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 70,571 12.00 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

単元未満株式の買取請求による増加 2,150株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,970,480 ─ ─ 5,970,480

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 87,390 2,150 ─ 89,540

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 82,363 14.00 平成19年２月28日 平成19年５月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

普通株式
繰越 

利益剰余金
70,571 12.00 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※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

※現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係
 

現金及び 
預金勘定

2,378,115千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△735,000千円

現金及び 
現金同等物

1,643,115千円

 

現金及び
預金勘定

1,749,516千円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金

△735,000千円

現金及び
現金同等物

1,014,516千円

現金及び
預金勘定

1,989,893千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△735,000千円

現金及び
現金同等物

1,254,893千円

㈱ダイケン(5900)平成21年２月期中間決算短信(非連結)

- 27 -



  

 
  

(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

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

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

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
 

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)

機械及び 
装置

86,192 57,353 28,839

車輌 
運搬具

6,280 2,109 4,171

工具・器 
具・備品

267,247 164,170 103,077

合計 359,721 223,632 136,088

 

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)

機械及び
装置

67,640 49,318 18,321

車輌 
運搬具

6,280 3,365 2,915

工具・器
具・備品

175,211 121,959 53,252

合計 249,133 174,643 74,489

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)

機械及び
装置

67,640 44,487 23,153

車輌
運搬具

6,280 2,737 3,543

工具・器
具・備品

250,477 174,526 75,950

合計 324,398 221,751 102,647

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 62,215千円

１年超 76,357千円

計 138,572千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 44,967千円

１年超 31,390千円

計 76,357千円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 51,766千円

１年超 53,093千円

計 104,860千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 36,494千円

減価償却費 
相当額

35,279千円

支払利息相当額 1,094千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 28,953千円

減価償却費
相当額

27,957千円

支払利息相当額 656千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 71,082千円

減価償却費 
相当額

68,720千円

支払利息相当額 1,970千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

 …リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間会計期間において減損の対象となっ

たものはありません。 

  

  

  

 
(注) 当中間会計期間において減損の対象となったものはありません。 

  

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年８月31日)

１ 時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(3) その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

① 株式 261,992 441,460 179,467

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

合計 261,992 441,460 179,467

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 60,087

子会社株式 20,000

合計 80,087
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間会計期間において減損の対象となっ

たものはありません。 

  

  

  

 
(注) 当中間会計期間において減損の対象となったものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成20年８月31日)

１ 時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(3) その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

① 株式 266,714 320,884 54,169

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

合計 266,714 320,884 54,169

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 60,087

子会社株式 20,000

合計 80,087
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(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資

有価証券評価損423千円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
(注) 当事業年度において減損の対象となったものはありません。 

  

前事業年度末(平成20年２月29日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 ① 株式 153,527 249,765 96,238

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 153,527 249,765 96,238

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 ① 株式 110,059 88,258 △21,800

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 110,059 88,258 △21,800

合計 263,586 338,024 74,437

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容

(1) 子会社株式及び関連会社株式

内容
貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式 20,000

(2) その他有価証券

内容
貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 60,087
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  スワップ取引・・・スワップ取引を締結している取引銀行から掲示された価格によっております。 

２ 上記スワップ取引における契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもので

はありません。 

３ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  スワップ取引・・・スワップ取引を締結している取引銀行から掲示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末(平成19年８月31日)

(1) 通貨関連

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引以外の取引

スワップ取引

 受取米ドル・支払日本円 2,312,200 ─ △7,690 △7,690

合計 ─ ─ △7,690 △7,690

(2) 金利関連

当中間会計期間末(平成20年８月31日)

(1) 通貨関連

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引以外の取引

スワップ取引

 受取米ドル・支払日本円 257,600 123,200 △11,602 △11,602

合計 257,600 123,200 △11,602 △11,602

(2) 金利関連
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  スワップ取引…スワップ取引を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

前事業年度末(平成20年２月29日)

(1) 通貨関連

種類 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引以外の取引

スワップ取引

 受取米ドル・支払日本円 324,800 190,400 △27,242 △27,242

合計 324,800 190,400 △27,242 △27,242

(2) 金利関連
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(持分法投資損益等)

前中間会計期間 
(自平成19年３月１日 
 至平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自平成20年３月１日 
 至平成20年８月31日)

前事業年度 
(自平成19年３月１日 
 至平成20年２月29日)

利益基準及び利益剰余金基準等から

見て重要性の乏しい関連会社である

ため、記載を省略しております。

同左 同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間(自平成19年３月１日 至平成19年８月31日)

当中間会計期間(自平成20年３月１日 至平成20年８月31日)

前事業年度(自平成19年３月１日 至平成20年２月29日）
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

前中間会計期間(自平成19年３月１日 至平成19年８月31日)

当中間会計期間(自平成20年３月１日 至平成20年８月31日)

前事業年度(自平成19年３月１日 至平成20年２月29日）
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり中間（当期）純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

１株当たり純資産額 1,546円05銭

 

１株当たり純資産額 1,563円10銭 １株当たり純資産額 1,571円39銭
 

１株当たり中間純利益 24円09銭

 

１株当たり中間純利益 5円51銭 １株当たり当期純利益 60円07銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

項 目
前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度末

(平成20年２月29日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部
の合計額

9,093,131千円 9,189,565千円 9,241,239千円

普通株式に係る純資産額 9,093,131千円 9,189,565千円 9,241,239千円

普通株式の発行済株式数 5,970,480株 5,970,480株 5,970,480株

普通株式の自己株式数 88,940株 91,418株 89,540株

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

5,881,540株 5,879,062株 5,880,940株

項 目

前中間会計期間

(自平成19年３月１日

至平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自平成20年３月１日

至平成20年８月31日)

前事業年度

(自平成19年３月１日

至平成20年２月29日)

１株当たり中間（当期）純利益

１ 普通株式に係る中間（当期）純利益

(1) 中間損益計算書（損益計算書）
上の中間（当期）純利益

141,679千円 32,417千円 353,295千円

(2) 普通株主に帰属しない金額
の主要な内訳 ─── ─── ───

差引普通株式に係る中間（当期） 
純利益

141,679千円 32,417千円 353,295千円

２ 普通株式（普通株式と同等の株
  式を含む）の期中平均株式数

  普通株式及び普通株式と同等の
株式の期中平均株式数の種類別
の内訳

   普通株式 5,882,193株

 

 

 

5,879,736株 5,881,707株

  普通株式の期中平均株式数 5,882,193株 5,879,736株 5,881,707株
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

───
 

(シンジケーション方式によるコミ
ットメントライン契約の締結)

平成20年９月12日付で資金調達の
機動性及び安定性を高めることを目
的に株式会社りそな銀行ほか３行と
シンジケーション方式によるコミッ
トメントライン契約を締結しており
ます。
(1)契約内容
     シンジケーション方式 
     によるコミットメント 
     ライン
(2)融資限度額
     20億円
(3)契約期間
      平成20年９月12日から 
      平成23年９月９日まで
(4)アレンジャー
     株式会社りそな銀行及び 
     株式会社みずほ銀行
(5)エージェント
     株式会社りそな銀行
(6)参加金融機関
     株式会社りそな銀行 
     株式会社みずほ銀行 
     株式会社三井住友銀行 
     株式会社伊予銀行

───
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(注) １ 金額については、製造原価で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ 当社は、外装用建材の外装パネル以外の品目は見込生産を行っております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ 主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５ 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品  目

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

建築金物 1,354,803 39.7 1,275,597 39.5 2,879,958 39.5

外装用建材 361,499 10.6 337,379 10.5 831,223 11.4

エクステリア 1,655,378 48.5 1,573,781 48.8 3,501,108 48.1

その他 42,891 1.2 39,221 1.2 75,475 1.0

合  計 3,414,572 100.0 3,225,979 100.0 7,287,764 100.0

(2) 受注実績

品  目

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日  
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成19年３月１日  
 至 平成20年２月29日)

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

外装用建材 
 外装パネル

159,065 268,381 128,274 161,085 322,191 169,930

(3) 販売実績

品  目

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日  
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日  
 至 平成20年２月29日)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

製品・商品

 建築金物 2,304,627 37.8 2,164,959 39.3 4,896,995 37.5

 外装用建材 811,360 13.3 649,968 11.8 1,837,227 14.0

 エクステリア 2,269,749 37.2 2,090,365 37.9 4,740,734 36.3

 その他 623,975 10.3 513,636 9.3 1,424,719 10.9

小  計 6,009,712 98.6 5,418,929 98.3 12,899,677 98.7

不動産事業収入 85,835 1.4 93,225 1.7 167,635 1.3

合  計 6,095,548 100.0 5,512,155 100.0 13,067,313 100.0

相手先別
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

杉田エース株式会社 1,139,543 18.7 972,017 17.6 2,552,221 19.5
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