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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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）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）を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。

  

第一部 【企業情報】

回次 第131期中 第132期中 第133期中 第131期 第132期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 81,525 82,893 83,103 155,112 156,762

経常利益 (百万円) 4,411 4,430 4,441 7,121 6,219

中間(当期)純利益 (百万円) 2,419 2,430 2,487 3,950 3,507

純資産額 (百万円) 114,055 117,594 121,052 115,824 121,192

総資産額 (百万円) 202,807 195,569 196,302 198,863 197,104

１株当たり純資産額 (円) 777.13 803.19 826.89 790.32 827.07

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 16.43 16.60 16.99 26.12 23.21

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.2 60.1 61.7 58.2 61.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,277 2,045 2,846 5,120 6,880

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,099 △1,925 △2,500 △6,185 △4,092

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,216 △12,552 △6,703 △14,327 △13,464

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 38,254 25,468 20,866 37,900 27,224

従業員数 (名) 5,447 5,480 5,333 5,597 5,477



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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）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）を適用しております。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 第131期の１株当たり配当額13円には、特別配当３円を含んでおります。 

５ 第132期の１株当たり配当額13円には、特別配当３円を含んでおります。 

  

回次 第131期中 第132期中 第133期中 第131期 第132期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 81,522 82,891 83,099 155,106 156,757

経常利益 (百万円) 4,316 4,320 4,350 7,022 6,141

中間(当期)純利益 (百万円) 2,356 2,390 2,445 3,942 3,485

資本金 (百万円) 26,356 26,356 26,356 26,356 26,356

発行済株式総数 (千株) 147,874 147,874 147,874 147,874 147,874

純資産額 (百万円) 111,392 115,252 118,685 113,527 118,867

総資産額 (百万円) 197,503 191,855 191,989 195,647 193,289

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 13.00 13.00

自己資本比率 (％) 56.4 60.1 61.8 58.0 61.5

従業員数 (名) 4,710 4,949 4,825 5,062 4,953



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 事業部門に関連付けて区分することが困難なため、全社合計を記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

平成18年９月30日現在の当社とシルバー工業㈱・日本フリット㈱の労働組合員数は4,370名でありま

す。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業部門 従業員数(名)

全社 5,333

従業員数(名) 4,825



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出が好調に推移し、企業収益の改善や設備

投資の増加、個人消費の回復基調等、引き続き拡大傾向となるなか、一方で米国経済の鈍化による連鎖

的景気減速や原油をはじめとする各種資材価格の高騰によるコスト上昇といった懸念材料も残る状況で

ありました。 

 住宅市場におきましては、貸家や分譲と比べて動きが鈍いとされていた持ち家が増加に転じ、伸びを

示すなど新設住宅は好調に推移したものの、リフォーム需要においては悪徳リフォーム業者の影響もい

まだ根強く、力強さを欠いた弱含みの状況にて推移いたしました。 

 このような状況のなか、当社グループは新築需要・リフォーム需要の獲得による売上確保を図るべく

「ホーロー・フリーサイズ・機能性の向上」をキーワードに独自のホーロー技術を生かした商品展開を

積極的に推し進めてまいりました。 

 販売体制に関しましても、営業力のより一層の充実を図るため、営業拠点数の増設を行うとともに、

全国166ヶ所に展開しておりますショールームにつきましても、お客様に幅広い商品提案が出来るよう

地域に密着した再配置を進めてまいりました。 

 運営面におきましても、リフォーム相談会や代理店・販売店との合同展示会等、ショールームを活用

した積極的な販促活動を行ってまいりました。 

 このほか全国の研修センターでは、代理店・販売店・工務店とともに新商品を中心とした施工力・提

案力・販売力の向上を目的とした研修会を継続的に実施しております。 

 また、集合住宅分野におきましても、平成18年５月より営業部隊である直需部門をブロック別に統合

させ、専門分野としてより一層の営業効率の向上と売上の拡大を目指してまいりました。  

 コスト面におきましても、原材料の値上がりを吸収すべく、製造原価の低減や生産の合理化、諸費用

の削減に取り組み収益の改善に努めてまいりました。 

 これらの諸施策の推進により、連結売上高につきましては831億３百万円（前年中間期比0.3％増）、

経常利益は44億４千１百万円（前年中間期比0.2％増）、中間純利益は24億８千７百万円（前年中間期

比2.4％増）となりました。 

  

部門別の状況は次のとおりであります。 

ａ 厨房部門 

厨房部門では、厳しい市場環境のなか、ボリュームゾーンのホーローシステムキッチン「リテ

ラ」・「エーデル」は苦戦したものの、高級クラスのホーローシステムキッチン「レミュー」が大

きく販売台数を伸ばし、また、当社独自の商品である高品位ホーローの「キッチンパネル」、機能

性や使い勝手を追求した「シンク下食器洗い乾燥機」・「ハイパーガラスコートガスコンロ」・

「ＩＨヒーター」・「清水器」・「アイラック」等が順調に販売台数を伸ばしたことから、売上高

は487億５千４百万円（前年中間期比0.3％増）となっております。 

  



ｂ 洗面部門 

洗面部門では、高級クラス「エリーナ」・「アルファージュ」をはじめとして、アクリル系人造

大理石のボウル一体型カウンターを新規採用し、デザイン面・清掃面の商品強化を行ったことから

飛躍的に販売台数を伸ばし、売上高は92億３百万円（前年中間期比10.7％増）となっております。

  

ｃ 浴槽部門 

浴槽部門では、高級クラスの「プレデンシア」が順調に販売台数を伸ばし、また、当社独自の

「ぴったりサイズシステムバス」がリフォーム市場を中心に戸建て向け、マンション向け商品とも

に堅調に推移しましたが、一方で厳しい市場環境のなか、ボリュームゾーンの「レラージュ」・

「エメロード」が苦戦したことから、売上高は192億５千６百万円（前年中間期比7.1％減）となっ

ております。 

  

ｄ 燃焼部門 

燃焼部門では、給湯機とシステムバスとの総合販売に努めた結果、「電気温水器」・「エコキュ

ート」が販売台数を伸ばしたことから、売上高は15億３千３百万円（前年中間期比10.9％増）とな

っております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、社債償

還などにより前連結会計年度末に比べ63億５千７百万円減少し、208億６千６百万円となりました。 

  

(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資金の増加は、28億４千６百万円（前年中間期と比べ８

億円増）となりました。これは、税金等調整前中間純利益は42億７千１百万円、減価償却費は22億６千

１百万円となり、一方法人税等の支払18億７千１百万円のほか、売上債権の増加・たな卸資産の減少・

仕入債務の増加など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) 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出は、25億円（前年中間期と比べ５億７千５百

万円増）となりました。これは主に販売体制の強化策として営業・物流拠点の拡充及び生産部門におけ

る合理化投資など有形固定資産の取得による支出であります。 

  

(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の資金の支出は、社債償還などにより67億３百万円（前年中間

期と比べ58億４千９百万円減）となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を製品部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループは見込み生産を主体としておりますので受注実績の記載は省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を製品部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

製品部門別 生産高(百万円) 前年中間期比(％)

厨房機器 35,013 △0.9

洗面機器 7,946 +18.1

浴槽機器 10,542 △4.5

燃焼機器 1,180 +7.2

その他 3,285 +1.6

合計 57,969 +0.9

製品部門別 販売高(百万円) 前年中間期比(％)

厨房機器 48,754 +0.3

洗面機器 9,203 +10.7

浴槽機器 19,256 △7.1

燃焼機器 1,533 +10.9

その他 4,355 +12.7

合計 83,103 +0.3



５ 【研究開発活動】 

当社グループは住宅関連機器の総合メーカーとして、多様化する顧客のニーズを的確に捉えた商品を開

発するため、当社グループ間での連携を強化しながら研究開発に取り組んでおります。また一方では基礎

的研究にも力を注ぎ、長期的な研究開発にも取り組んでおります。 

 当中間連結会計期間は、貸家や分譲と比べて動きが鈍いとされていた持ち家が増加に転じ、伸びを示す

など新設住宅は好調に推移したものの、リフォーム需要においては悪徳リフォーム業者の影響もいまだ根

強く、力強さを欠いた弱含みの状況にて推移いたしましたが、当社グループにおいては各商品群で積極的

な新商品開発を行うとともに、独自のホーロー技術を核とした高付加価値商品の開発を通じて商品力の強

化をはかってまいりました。 

 厨房部門におきましては、昨年度末にフルモデルチェンジした「レミュー」に引き続き「ニューエマー

ユ」、「リテラ」でも当社の高品位ホーロー製法「窯変」を適用し、高い質感を出すとともに、引出部収

納作業性などの改良を加えて使いやすくいたしました。また「エーデル」も扉デザインを刷新したフルモ

デルチェンジを実施し、カラー選択の幅を広げるとともに、小間口キッチンの構成にいたるまで食器洗い

乾燥機の装備ができるよう商品力を向上させ、徐々に拡大しつつあるマンションリフォームのニーズにも

対応力をつけております。 

 ガス調理器では、昨年、当社のホーロー技術として新たに開発した「ハイパーガラスコートトップ」に

新色を加えるとともに、省エネグリルの搭載、小型五徳の採用など、デザイン面のみならず利便性や省エ

ネにも配慮した商品を開発し、システムキッチントータルとして商品力を強化いたしました。 

 洗面部門におきましては、昨年度に開発したアクリル人造大理石ボウル一体カウンターを順次適用拡大

して洗面化粧台の美観、清掃性ともに改良しております。またホーローボウルを使った壁付け水栓タイプ

の「セレンティ」は、モデルチェンジを実施して低価格とし市場での競争力を強化いたしました。 

 浴槽部門では、システムバスの基本部材である洗場を「ニューフラット洗場」としてプレデンシアから

エメロードまで切り替えを終え、またその際にカウンター形状の改善、ワンプッシュ排水栓化も同時に行

い、使いやすさ、快適性の両面で商品力を向上させております。 

 給湯部門におきましては、昨年発売した省エネ型電気給湯機「エコキュート」でさらに価格競争力をつ

けるためのモデルチェンジを実施し、市場に浸透させるべく準備を完了しております。 

 当社グループ独自のホーロー技術開発につきましては、上記のように種々の商品で展開を行っておりま

すが、今後とも当社グループの最重要中核技術として引き続き基礎研究から応用技術開発まで鋭意努力

し、その成果を順次新規商品に展開していく所存であります。 

 また新しい視点での技術開発やデザイン研究など、将来に向けて積極的な蓄積を行うべく、大学や外部

機関との共同研究もこれまで以上に活発に行っていく所存であります。 

 当中間連結会計期間において支出した研究開発費の総額は６億８千７百万円であります。なお、研究開

発費は製品部門別に関連付けて区分することが困難なため、総額にて記載しております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 147,874,388 同左

大阪証券取引所
(市場第一部) 
東京証券取引所 
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 147,874,388 同左 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年４月１日 
から 

平成18年９月30日
― 147,874 ― 26,356 ― 30,719



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 投資顧問会社シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから、平成17年９月30日

付で提出された証券取引法第27条の25第１項に基づく変更報告書により、平成17年９月23日現在で11,310千

株を保有している旨の報告を受けておりますが、名義書換がなく当社としては平成18年９月30日現在におけ

る所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。 

  なお、投資顧問会社シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドの変更報告書の内

容は次のとおりであります。 

   
２ 銀行等保有株式取得機構から、平成17年４月15日付で提出された証券取引法第27条の26第２項に基づく変更

報告書により、平成17年３月31日現在で10,614千株を保有している旨の報告を受けておりますが、名義書換

がなく当社としては平成18年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含

めておりません。 

  なお、銀行等保有株式取得機構の変更報告書の内容は次のとおりであります。   

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス 
信託銀行㈱ (信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 14,234 9.63

タカラスタンダード持株会 大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 13,953 9.44

タカラベルモント㈱ 大阪市中央区東心斎橋２丁目１番１号 13,185 8.92

ノーザン トラスト カンパニー 
(エイブイエフシー)サブ 
アカウント アメリカン 
クライアント 
(常任代理人 香港上海銀行)

 
50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 
E14 5NT UK 
 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

10,869 7.35

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 7,295 4.93

タカラスタンダード 
社員持株会

大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 5,489 3.71

㈱横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 5,446 3.68

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 4,507 3.05

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 3,397 2.30

㈱常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 3,240 2.19

計 ― 81,618 55.19

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

シルチェスター・インタ
ーナショナル・インベス
ターズ・リミテッド

英国ロンドン ダブリュー１ジェイ ６テ
ィーエル、ブルトン ストリート１、タ
イム アンド ライフ ビル５階

11,310 7.65

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

銀行等保有株式取得機構 東京都中央区新川２丁目28番１号 10,614 7.18



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式338株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

1,478,000
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

146,011,000
146,011 同上

単元未満株式
普通株式

385,388
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 147,874,388 ― ―

総株主の議決権 ― 146,011 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
タカラスタンダード株式会社

大阪市城東区鴫野東 
１丁目２番１号

1,478,000 ― 1,478,000 1.00

計 ― 1,478,000 ― 1,478,000 1.00

月別
平成18年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 827 807 709 692 713 714

最低(円) 740 688 580 636 643 624



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであ

ります。 

  

役職の異動 

  

 
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役 
(生産技術担当)

常務取締役
(生産技術担当兼開発管掌)

大 西 良 弘 平成18年10月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、近畿第一監査法人により中間監査を受けて

おります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 25,468 20,866 27,224

 ２ 受取手形及び売掛金 ※2,3 51,133 53,230 46,205

 ３ たな卸資産 17,654 17,023 18,345

 ４ 繰延税金資産 916 1,183 877

 ５ その他 2,432 2,625 2,119

   貸倒引当金 △283 △228 △206

   流動資産合計 97,322 49.8 94,701 48.2 94,564 48.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

  (1) 建物及び構築物 30,679 30,467 30,466

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

6,694 6,419 6,432

  (3) 土地 36,435 36,559 36,498

  (4) 建設仮勘定 337 128 102

  (5) その他 3,325 77,472 3,405 76,980 3,374 76,874

 ２ 無形固定資産 987 1,284 1,341

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 15,551 18,411 19,428

  (2) 長期貸付金 631 718 773

  (3) 繰延税金資産 ― 193 ―

  (4) その他 3,612 4,015 4,127

    貸倒引当金 △6 19,787 △3 23,335 △7 24,322

   固定資産合計 98,247 50.2 101,600 51.8 102,539 52.0

   資産合計 195,569 100.0 196,302 100.0 197,104 100.0 



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※3 32,271 32,215 29,157

 ２ 短期借入金 200 400 200

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

― 4,700 4,700

 ４ 一年以内償還予定 
   社債

5,000 ― 5,000

 ５ 未払法人税等 2,255 1,930 1,993

 ６ その他 8,289 9,503 8,801

   流動負債合計 48,016 24.6 48,749 24.8 49,852 25.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 5,000 5,000 5,000

 ２ 長期借入金 13,000 7,400 7,400

 ３ 繰延税金負債 1,556 3,056 2,989

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

756 756 756

 ５ 退職給付引当金 9,623 10,280 9,899

 ６ 連結調整勘定 21 ― 14

 ７ 負ののれん ― 7 ―

   固定負債合計 29,958 15.3 26,500 13.5 26,059 13.2

   負債合計 77,975 39.9 75,249 38.3 75,911 38.5

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 26,356 13.5 ― ― 26,356 13.4

Ⅱ 資本剰余金 30,736 15.7 ― ― 30,736 15.6

Ⅲ 利益剰余金 54,999 28.1 ― ― 56,076 28.4

Ⅳ 土地再評価差額金 1,134 0.6 ― ― 1,134 0.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

5,212 2.6 ― ― 7,740 3.9

Ⅵ 自己株式 △844 △0.4 ― ― △851 △0.4

   資本合計 117,594 60.1 ― ― 121,192 61.5

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

195,569 100.0 ― ― 197,104 100.0 



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 26,356 13.4 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 30,736 15.7 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― 56,551 28.8 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △854 △0.4 ― ―

   株主資本合計 ― ― 112,790 57.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 7,128 3.6 ― ―

 ２ 土地再評価差額金 ― ― 1,134 0.6 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 8,262 4.2 ― ―

   純資産合計 ― ― 121,052 61.7 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 196,302 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 82,893 100.0 83,103 100.0 156,762 100.0 

Ⅱ 売上原価 53,293 64.3 54,501 65.6 101,141 64.5

   売上総利益 29,599 35.7 28,601 34.4 55,621 35.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 25,023 30.2 24,162 29.1 49,335 31.5

   営業利益 4,575 5.5 4,439 5.3 6,285 4.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 16 16 25

 ２ 受取配当金 103 122 137

 ３ 連結調整勘定償却額 7 ― 14

 ４ 負ののれん償却額 ― 7 ―

 ５ その他 218 345 0.4 212 358 0.4 477 655 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 80 45 229

 ２ その他 409 490 0.6 311 356 0.4 492 721 0.4

   経常利益 4,430 5.3 4,441 5.3 6,219 4.0

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― ― 204

 ２ ゴルフ会員権売却益 ― ― ― 28 28 0.0 ― 204 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 199 197 344

 ２ ゴルフ会員権等 

   評価損 
― 199 0.2 ― 197 0.2 34 379 0.2

   税金等調整前 

   中間(当期)純利益
4,230 5.1 4,271 5.1 6,044 3.9

   法人税、住民税 

   及び事業税
2,136 1,808 3,087

   法人税等調整額 △336 1,800 2.2 △24 1,783 2.1 △550 2,537 1.7

   中間(当期)純利益 2,430 2.9 2,487 3.0 3,507 2.2



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 30,736 30,736

Ⅱ 資本剰余金増加高

   自己株式処分差益 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

30,736 30,736

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 54,581 54,581

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 2,430 2,430 3,507 3,507

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 1,903 1,903

 ２ 取締役賞与金 110 2,013 110 2,013

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

54,999 56,076



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

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３月31日残高(百万円) 26,356 30,736 56,076 △851 112,318

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,903 △1,903

 取締役賞与金 △110 △110

 中間純利益 2,487 2,487

 自己株式の取得 △4 △4

 自己株式の処分 0 1 1

 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 
(百万円)

― 0 474 △3 471

平成18年９月30日残高(百万円) 26,356 30,736 56,551 △854 112,790

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,740 1,134 8,874 121,192

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △1,903

 取締役賞与金 ― △110

 中間純利益 ― 2,487

 自己株式の取得 ― △4

 自己株式の処分 ― 1

 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)

△611 ― △611 △611

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△611 ― △611 △140

平成18年９月30日残高(百万円) 7,128 1,134 8,262 121,052



⑤ 【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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

4,230 4,271 6,044

 ２ 減価償却費 2,151 2,261 4,679

 ３ 負ののれん償却額 ― △ 7 ―

 ４ 連結調整勘定償却額 △ 7 ― △ 14

 ５ 貸倒引当金の増加・減少額 66 17 △ 10

 ６ 退職給付引当金の増加額 287 381 563

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 119 △ 139 △ 163

 ８ 支払利息 80 45 229

 ９ 投資有価証券売却益 ― ― △ 539

 10 ゴルフ会員権売却益 ― △ 28 ―

 11 有形固定資産除却損 199 197 344

 12 売上債権の増加額 △ 6,922 △ 6,566 △ 662

 13 たな卸資産の増加・減少額 △ 521 1,321 △ 1,212

  14 仕入債務の増加額 4,308 2,884 774

 15 その他 166 13 40

    小計 3,921 4,652 10,074

 16 利息及び配当金の受取額 129 126 173

 17 利息の支払額 △ 97 △ 61 △ 246

 18 法人税等の支払額 △ 1,907 △ 1,871 △ 3,119

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

2,045 2,846 6,880

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得 
   による支出

△ 80 △ 9 △ 97

 ２ 投資有価証券の売却 
   による収入

111 ― 947

 ３ 有形固定資産 
   の取得による支出

△ 1,761 △ 2,024 △ 3,239

 ４ 有形固定資産 
   の売却による収入

33 2 56

 ５ 無形固定資産 
   の取得による支出

△ 247 △ 201 △ 733

 ６ ゴルフ会員権の売却 
   による収入

― 38 ―

 ７ 貸付による支出 △ 555 △ 413 △ 1,087

 ８ 貸付金の回収による収入 804 59 856

 ９ その他 △ 229 49 △ 795

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 1,925 △ 2,500 △ 4,092



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 ― 200 ―

 ２ 短期借入金の 
      返済による支出

△ 5,850 ― △ 5,850

 ３ 長期借入れによる収入 200 ― 200

 ４ 長期借入金の 
      返済による支出

― ― △ 900

 ５ 社債償還による支出 △ 5,000 △ 5,000 △ 5,000

 ６ 自己株式の取得による支出 △ 5 △ 4 △ 13

 ７ 自己株式の処分による収入 1 1 2

 ８ 配当金の支払額 △ 1,898 △ 1,900 △ 1,904

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 12,552 △ 6,703 △ 13,464

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 12,432 △ 6,357 △ 10,676

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

37,900 27,224 37,900

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

25,468 20,866 27,224



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

子会社のうちシルバー工業㈱、

日本フリット㈱の２社を連結の

範囲に含めております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

同左

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

同左

(2) 非連結子会社

連結の範囲から除外した子会社

は大阪タカラ販売㈱他８社であ

ります。 

これらの非連結子会社はいずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲より除外してお

ります。

(2) 非連結子会社

同左

(2) 非連結子会社

連結の範囲から除外した子会社

は大阪タカラ販売㈱他８社であ

ります。 

これらの非連結子会社はいずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼさないため、連

結の範囲より除外しておりま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社９社については、

いずれも中間純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用の範囲

より除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社９社については、

いずれも当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用の範囲

より除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

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。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社の決算日と連結決算

日は一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項

(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

 ① たな卸資産  ① たな卸資産  ① たな卸資産

製品、商品、半製品及び仕掛品

は総平均法に基づく原価法、原

材料及び貯蔵品は移動平均法に

基づく低価法によっておりま

す。

同左 同左

 ② 有価証券  ② 有価証券  ② 有価証券

 ａ 子会社株式  ａ 子会社株式  ａ 子会社株式

移動平均法に基づく原価法によ

っております。

同左 同左

 ｂ その他有価証券  ｂ その他有価証券  ｂ その他有価証券

時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

に基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

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)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

時価のあるものについては期末

前１ヶ月の市場価格の平均に基

づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)、

時価のないものについては移動

平均法に基づく原価法によって

おります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(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

建物は定額法、建物以外につい

ては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。

建物及び 
構築物

７～50年

機械装置 
及び運搬具

４～13年

(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

同左

(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

同左

 ② 無形固定資産

  定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

  なお、会計基準変更時差異

(2,845百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しており

ます。

 ② 退職給付引当金

同左

 ② 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

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、会計基準変更時差異

(2,845百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

  数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しており

ます。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(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によっ

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法

― 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。

―

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

借入金の利息をヘッジ対象とし

て、金利スワップをヘッジ手段

としております。

③ ヘッジ方針 

金融収支改善を主眼として、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の

評価を省略しております。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  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。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び容易

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

内に満期日の到来する短期的な

投資からなっております。

同左 同左



会計方針の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。

― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。

―

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は121,052百万円であ

ります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

― (中間連結貸借対照表関係) 

 前中間連結会計期間において、連結調整勘定として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から負ののれ

んと表示しております。

― 
 
 

(中間連結損益計算書関係) 

 前中間連結会計期間において、連結調整勘定償却額と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から負

ののれん償却額と表示しております。

― 
 
 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前中間連結会計期間において、連結調整勘定償却額と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から負

ののれん償却額と表示しております。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

― ― 当社及びグループ会社における賞与

支給対象期間につき、従来個別対応

であった連結子会社を含め、当連結

会計年度より夏季賞与を12月１日か

ら５月31日まで、冬季賞与を６月１

日から11月30日までに統一致しまし

た。この結果、前期と比較して営業

利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は460百万円増加しており

ます。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額

75,482百万円 78,174百万円 77,134百万円

※２ 受取手形割引高   3百万円 ※２ 受取手形割引高   1百万円 ※２ 受取手形割引高   3百万円

― ※３ 中間連結期末日満期手形の ―

会計処理

当中間連結会計期間の末日は

金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。当中間連結期末日満期手

形は次のとおりであります。 

受取手形 5,808百万円 

支払手形  148百万円

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

給料賃金 7,307百万円

退職給付 
引当金繰入額

497

運賃及び 
保管荷役料

4,268

貸倒引当金 
繰入額

66

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

給料賃金 7,311百万円

退職給付
引当金繰入額

527

運賃及び
保管荷役料

4,265

貸倒引当金
繰入額

17

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な項目及び金額は次のとおりで

あります。

  販売費及び一般管理費

給料賃金 14,953百万円

退職給付
引当金繰入額

998

運賃及び
保管荷役料

8,705

貸倒引当金
繰入額

△10

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

機械装置 60

その他 122

計 199

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 36百万円

機械装置 45

その他 115

計 197

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 20百万円

機械装置 79

その他 244

計 344



(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18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    6,364株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少   2,040株 

  
３ 新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 
  
配当金支払額 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 147,874,388 ― ― 147,874,388

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,474,014 6,364 2,040 1,478,338

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,903 13.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

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

現金及び預金勘定 25,468百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 25,468
 

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

現金及び預金勘定 20,866百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 20,866
 

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 27,224百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金

―

現金及び現金同等物 27,224



(有価証券関係) 

  

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 5,935 14,622 8,686

計 5,935 14,622 8,686

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 669

その他有価証券

 非上場株式 259

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 5,627 17,507 11,880

計 5,627 17,507 11,880

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 659

その他有価証券

 非上場株式 244



 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  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18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   当社の行っているデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いており

  ます。なお、当社以外の連結子会社では、デリバティブ取引は全く利用しておりません。 

 

 前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３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。 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 5,618 18,519 12,900

計 5,618 18,519 12,900

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式 659

その他有価証券

 非上場株式 250



(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(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)

「住宅設備関連事業」の売上高、営業利益が全セグメントの売上高、営業利益の90％を超えており

ますので、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

なお、事業の種類別セグメントに関連して記載する生産実績や販売実績などの項目については、生

産品目を、「厨房機器」「洗面機器」「浴槽機器」「燃焼機器」「その他」の５部門に分類して記載

しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)

本邦以外の国又は地域には連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 



(１株当たり情報) 
  

   
(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)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 803円19銭 １株当たり純資産額 826円89銭 １株当たり純資産額 827円07銭

１株当たり中間純利益 16円60銭 １株当たり中間純利益 16円99銭 １株当たり当期純利益 23円21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。

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。

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
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円)
― 121,052 ―

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 121,052 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 147,874 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 1,478 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の 

数(千株)
― 146,396 ―

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

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算上の中間(当期)純利益(百万円) 2,430 2,487 3,507

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) 2,430 2,487 3,397

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 

 利益処分による取締役賞与金
― ― 110

普通株式の期中平均株式数(千株) 146,412 146,399 146,410



(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

― 当社は、平成18年11月７日開催の取
締役会において、当社の子会社であ
るタカラ厨房株式会社を平成19年１
月１日をもって、吸収合併すること
を決定いたしました。
１．合併の趣旨
タカラ厨房株式会社は、業務用厨
房機器の販売をその業務としてお
りますが、当社への事業統合によ
り営業活動の効率化や事務の合理
化を図り、より強固な経営基盤の
確立を目指すものであります。

２．合併の要旨
(1)合併期日（効力発生日）
平成19年１月１日（予定）
(2)合併方式
タカラスタンダード株式会社(以
下甲という)を存続会社とする吸
収合併方式で、タカラ厨房株式
会社(以下乙という)は解散しま
す。
(3)合併比率
甲は乙の発行済み株式をすべて
所有しており、合併による新株
の発行は行いません。
(4)会計処理の概要
企業結合会計上の共通支配下にお
ける取引に該当します。

―



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 25,437 20,824 27,188

 ２ 受取手形 ※2,3 28,198 28,468 27,434

 ３ 売掛金 22,895 24,741 18,745

 ４ たな卸資産 16,333 15,770 16,976

 ５ その他 4,666 4,716 4,295

   貸倒引当金 △288 △229 △211

   流動資産合計 97,243 50.7 94,290 49.1 94,428 48.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 28,532 28,439 28,376

  (2) 機械装置 4,903 4,626 4,633

  (3) 土地 33,914 34,039 33,978

  (4) その他 3,526 3,309 3,250

     計 70,877 70,414 70,239

 ２ 無形固定資産 958 1,250 1,301

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 18,155 21,020 22,036

  (2) 長期貸付金 1,037 1,021 1,185

  (3) その他 3,591 3,995 4,106

    貸倒引当金 △8 △4 △8

     計 22,776 26,033 27,320

   固定資産合計 94,612 49.3 97,698 50.9 98,861 51.1

   資産合計 191,855 100.0 191,989 100.0 193,289 100.0 



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※３ 19,043 19,519 17,565

 ２ 買掛金 13,231 12,138 11,269

 ３ 短期借入金 200 400 200

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

― 4,700 4,700

 ５ 一年以内償還予定 
   社債

5,000 ― 5,000

 ６ 未払法人税等 2,111 1,890 1,892

 ７ その他 ※４ 7,686 8,975 8,352

   流動負債合計 47,272 24.6 47,624 24.8 48,979 25.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 5,000 5,000 5,000

 ２ 長期借入金 13,000 7,400 7,400

 ３ 繰延税金負債 1,621 2,975 3,070

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

756 756 756

 ５ 退職給付引当金 8,952 9,547 9,215

   固定負債合計 29,330 15.3 25,678 13.4 25,442 13.2

   負債合計 76,603 39.9 73,303 38.2 74,422 38.5

(資本の部)

Ⅰ 資本金 26,356 13.7 ― ― 26,356 13.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 30,719 ― 30,719

 ２ その他資本剰余金 1 ― 1

   資本剰余金合計 30,721 16.0 ― ― 30,721 15.9

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 2,962 ― 2,962

 ２ 任意積立金 42,408 ― 42,408

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

7,310 ― 8,405

   利益剰余金合計 52,680 27.5 ― ― 53,776 27.8

Ⅳ 土地再評価差額金 1,134 0.6 ― ― 1,134 0.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

5,204 2.7 ― ― 7,729 4.0

Ⅵ 自己株式 △844 △0.4 ― ― △851 △0.4

   資本合計 115,252 60.1 ― ― 118,867 61.5

   負債資本合計 191,855 100.0 ― ― 193,289 100.0 



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 26,356 13.7 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 30,719 ―

  (2) その他資本剰余金 ― 1 ―

   資本剰余金合計 ― ― 30,721 16.0 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 2,962 ―

  (2) その他利益剰余金

    株主配当積立金 ― 20 ―

    固定資産圧縮積立金 ― 2,466 ―

    別途積立金 ― 39,791 ―

    繰越利益剰余金 ― 8,968 ―

   利益剰余金合計 ― ― 54,208 28.2 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △854 △0.4 ― ―

   株主資本合計 ― ― 110,432 57.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 7,118 3.7 ― ―

 ２ 土地再評価差額金 ― ― 1,134 0.6 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 8,253 4.3 ― ―

   純資産合計 ― ― 118,685 61.8 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 191,989 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 82,891 100.0 83,099 100.0 156,757 100.0 

Ⅱ 売上原価 54,322 65.5 55,379 66.6 102,904 65.6

   売上総利益 28,569 34.5 27,720 33.4 53,853 34.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,141 29.2 23,380 28.2 47,633 30.4

   営業利益 4,427 5.3 4,340 5.2 6,219 4.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 351 0.4 365 0.4 634 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 458 0.5 354 0.4 712 0.5

   経常利益 4,320 5.2 4,350 5.2 6,141 3.9

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― ― 204

 ２ ゴルフ会員権売却益 ― ― ― 28 28 0.1 ― 204 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 152 176 284

 ２ ゴルフ会員権等評価損 ― 152 0.2 ― 176 0.2 34 318 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益

4,167 5.0 4,202 5.1 6,026 3.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

2,000 1,775 2,990

   法人税等調整額 △222 1,777 2.1 △17 1,757 2.2 △449 2,540 1.6

   中間(当期)純利益 2,390 2.9 2,445 2.9 3,485 2.2

   前期繰越利益 4,920 4,920

   中間(当期) 
   未処分利益

7,310 8,405



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 
準備金

その他資
本剰余金

利益 

準備金

その他利益剰余金

株主配当

積立金

固定資産

圧縮 

積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 26,356 30,719 1 2,962 20 2,596 39,791 8,405 △851 110,003

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,903 △1,903

 取締役賞与金 △110 △110

 中間純利益 2,445 2,445

 自己株式の取得 △4 △4

 自己株式の処分 0 1 1

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 [前期]（注）

△86 86 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 [当期]

△43 43 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 ― ― △130 ― 562 △3 428

平成18年９月30日残高(百万円) 26,356 30,719 1 2,962 20 2,466 39,791 8,968 △854 110,432

評価・換算差額等

純資産
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

土地 
再評価 
差額金

評価・換算
差額等 
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 7,729 1,134 8,864 118,867

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △1,903

 取締役賞与金 ― △110

 中間純利益 ― 2,445

 自己株式の取得 ― △4

 自己株式の処分 ― 1

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 [前期]（注）

― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 [当期]

― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△610 ― △610 △610

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△610 ― △610 △181

平成18年９月30日残高(百万円) 7,118 1,134 8,253 118,685



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

  製品、商品、半製品及び仕掛品

は総平均法に基づく原価法、原

材料及び貯蔵品は移動平均法に

基づく低価法によっておりま

す。

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によ

っております。

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

同左

(2) 有価証券

 ① 子会社株式

同左

 ② その他有価証券

  時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

に基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

 ② その他有価証券

  時価のあるものについては中間

期末前１ヶ月の市場価格の平均

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)、時価のないものについて

は移動平均法に基づく原価法に

よっております。

 ② その他有価証券

  時価のあるものについては期末

前１ヶ月の市場価格の平均に基

づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)、

時価のないものについては移動

平均法に基づく原価法によって

おります。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

  建物は定額法、建物以外につい

ては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。

建物及び 
構築物

７～50年

機械装置 ４～13年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

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



 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 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、会計基準変更時差異

(2,624百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(12年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しておりま

す。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 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、会計基準変更時差異

(2,624百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(12年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しておりま

す。

４ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法 ５ ヘッジ会計の方法 ５ 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。

―

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

借入金の利息をヘッジ対象とし

て、金利スワップをヘッジ手段

としております。

(3) ヘッジ方針 

金融収支改善を主眼として、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の

評価を省略しております。

６ 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。

６ 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

６ 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



会計方針の変更 
  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用

しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。

― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は118,685百万円であ

ります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

― ― 当社における賞与支給対象期間につ

き、当事業年度より夏季賞与を12月

１日から５月31日まで、冬季賞与を

６月１日から11月30日までに変更し

ました。この結果、前期と比較して

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は632百万円増加しておりま

す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

62,844百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

65,240百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

64,257百万円

※２ 受取手形割引高 3百万円 ※２ 受取手形割引高 1百万円 ※２ 受取手形割引高 3百万円

― ※３ 中間期末日満期手形の会計 

 処理

―

   当中間会計期間の末日は金融

機関の休日でありましたが、

満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当

中間期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

受取手形 5,808百万円 

支払手形   148百万円

※４ 消費税等の取扱い

   仮受消費税等と仮払消費税等

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※４ 消費税等の取扱い

同左

―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 39百万円

受取配当金 103百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 33百万円

受取配当金 122百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 68百万円

受取配当金 136百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 80百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 45百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 229百万円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

機械装置 29

その他 106

計 152

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 36百万円

機械装置 24

その他 115

計 176

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 18百万円

機械装置 40

その他 224

計 284

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,717百万円

無形固定資産 121百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,747百万円

無形固定資産 185百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 3,716百万円

無形固定資産 267百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
 （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    6,364株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少   2,040株 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日)、当中間会計期間末(平成18年９月30日)及び前事業年度末(平

成18年３月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

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） 1,474,014 6,364 2,040 1,478,338



(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

― 当社は、平成18年11月７日開催の取
締役会において、当社の子会社であ
るタカラ厨房株式会社を平成19年１
月１日をもって、吸収合併すること
を決定いたしました。
１．合併の趣旨
タカラ厨房株式会社は、業務用厨
房機器の販売をその業務としてお
りますが、当社への事業統合によ
り営業活動の効率化や事務の合理
化を図り、より強固な経営基盤の
確立を目指すものであります。

２．合併の要旨
(1)合併期日（効力発生日）
平成19年１月１日（予定）
(2)合併方式
タカラスタンダード株式会社(以
下甲という)を存続会社とする吸
収合併方式で、タカラ厨房株式
会社(以下乙という)は解散しま
す。
(3)合併比率
甲は乙の発行済み株式をすべて
所有しており、合併による新株
の発行は行いません。
(4)会計処理の概要
企業結合会計上の共通支配下にお
ける取引に該当します。

―



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 (1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第132期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 平成18年６月29日に関東財務局

長に提出 

  

 (2)訂正発行登録書 

  平成18年６月29日に関東財務局長に提出 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月16日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているタカラスタンダード株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、タカラスタンダード株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているタカラスタンダード株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、タカラスタンダード株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  宏  範  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月16日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているタカラスタンダード株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第132期事業年度の中

間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表

及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、タカラスタンダード株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  田  陸 奥 麿  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

タカラスタンダード株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているタカラスタンダード株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第133期事業年度の中

間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、タカラスタンダード株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

 
  

近畿第一監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  井  清  明  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  宏  範  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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