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第一部 【企業情報】 

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 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をしておりません。 

３ 第46期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成していないため、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推

移については、記載しておりません。 

  

回次 第44期中 第45期中 第46期中 第44期 第45期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 30,335 31,871 ― 59,557 60,306

経常利益 (百万円) 1,384 1,840 ― 2,609 3,533

中間(当期)純利益 (百万円) 739 916 ― 1,583 1,889

純資産額 (百万円) 57,579 58,000 ― 57,653 59,173

総資産額 (百万円) 70,542 71,212 ― 72,027 71,677

１株当たり純資産額 (円) 1,289.81 1,342.51 ― 1,333.88 1,370.32

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 16.36 21.21 ― 35.52 43.73

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 (％) 81.6 81.4 ― 80.0 82.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,088 3,322 ― 6,715 6,017

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,221 △3,691 ― △1,537 △7,697

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △992 △722 ― △1,882 △805

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 29,596 30,596 ― 31,684 28,998

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用人員〕 

(人) 428〔167〕 437〔166〕 ― 422〔178〕 424〔170〕



(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 持分法を適用した場合の投資利益については、第44期及び第45期は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しているた

め、第46期中間会計期間は関連会社がないため記載しておりません。 

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をしておりません。 

４ 中間キャッシュ・フロー計算書は第46期中間会計期間より作成しているため、第45期以前の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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高については記載しておりません。 

  

回次 第44期中 第45期中 第46期中 第44期 第45期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 30,172 31,775 28,148 59,244 60,197

経常利益 (百万円) 1,412 1,838 2,551 2,610 3,554

中間(当期)純利益 (百万円) 749 964 1,386 1,382 1,643

持分法を適用した場合 
の投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 12,208 12,208 12,208 12,208 12,208

発行済株式総数 (千株) 47,841 47,841 47,841 47,841 47,841

純資産額 (百万円) 58,001 58,282 59,825 57,888 59,166

総資産額 (百万円) 70,926 71,449 71,982 72,203 71,662

１株当たり純資産額 (円) 1,299.26 1,349.03 1,386.03 1,339.32 1,370.15

１株当たり中間（当期） 
純利益 

(円) 16.58 22.33 32.12 31.01 38.05

潜在株式調整後 
１株当たり中間（当期） 
純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 15.00 20.00

自己資本比率 (％) 81.8 81.6 83.1 80.2 82.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― 977 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― △1,846 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― △949 ― ―

現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

(百万円) ― ― 27,366 ― ―

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用人員〕 

(人) 423〔92〕 430〔101〕 434〔101〕 416〔104〕 423〔107〕



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

  

  

  

３ 【関係会社の状況】 

前事業年度において、連結子会社でありました㈱シンコムは平成17年２月28日の臨時株主総会において解散を決議

し、平成17年８月５日に清算結了いたしました。 

また、前事業年度において、連結子会社でありました㈱ワキタ・クレジット及び㈱ワキタ・イノベーション・ネッ

トワークは重要性の乏しい子会社に該当するため、当中間会計期間より中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間会計期間の平均雇用人員を外書で記載しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合はワキタ社員組合と称し、上部団体には加入しておりません。なお、労使関係については、

特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 434〔101〕 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、ようやく景気の踊り場を脱し、緩やかな回復局面に入ってまいりました。製造

業を中心に設備投資は堅調で、個人消費も改善しつつあり、今後内需主導型の成長が期待されているところであり

ます。 

一方、建設業界に目を向けますと、建設・土木等のいわゆる建設投資は民間では増加傾向ですが、依然、公共投

資削減に伴う国や地方の投資は減少の一途であり、全体としては厳しい状況が続いております。 

なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表は作成していないため、前年同期との比較は、前年同期の個別中間

財務諸表との比較数値であります。 

こうした状況下、当社は引続き事業の多角化に努めてまいりましたが、販売部門の減収により、全体の売上高で

は前中間期比11.4％減の281億48百万円となりました。 

部門別では、販売部門におきましては建設機械関係が前中間期比10.0％減の77億82百万円、映像・音響関係が前

中間期比20.5％増の19億16百万円、商業設備関係が住宅関連事業も含めまして、前中間期比21.2％減の129億43百万

円、そして建設資材その他が前中間期比2.6％減の５億７百万円となり、販売部門全体では前中間期比14.9％減の

231億50百万円となりました。 

次に賃貸部門では、前中間期比9.0％増の49億98百万円を計上することができました。 

利益面におきましては、売上高の減少により、売上総利益は減少しましたが、販売費及び一般管理費も減少した

結果、営業利益は前中間期比20.5％増の18億93百万円となり、また、経常利益は営業外収益が大幅に増加したこと

により、前中間期比38.7％増の25億51百万円となり中間純利益は前中間期比43.7％増の13億86百万円を計上するこ

とができました。 

  

事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

  

① 建機事業 

前年同様に公共事業は抑制されており、大都市圏を除く地域で需要の減少が続きましたが、引続き営業拠点

の集約を行うと共に新機種への更新の促進を進めた結果、建機事業全体の売上高は126億53百万円（前中間期比

3.2％減）、営業利益は12億25百万円（前中間期比11.8％増）となりました。 

  

② 商事事業 

金融情勢の変化により商業店舗向け設備の販売は鈍化し、分譲住宅の販売も低調に推移しましたが、新たに

医療、福祉、介護関連施設向け設備の販売に傾注した結果、商事事業全体の売上高は135億69百万円（前中間期

比20.3％減）、営業利益は５億６百万円（前中間期比19.8％増）となりました。 

  



③ 映像・音響事業 

レジャーの多様化による需要の変動が見受けられましたが、主力取扱いであるカラオケ機器の入替需要に支

えられた結果、映像・音響事業全体の売上高は19億26百万円（前中間期比14.5％増）、営業利益は１億60百万

円（前中間期比208.9％増）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、仕入債務の減少及び金銭債権信託

の取得等により、当中間会計期間末残高は273億66百万円となりました。 

なお、当中間会計期間より中間キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較は行っており

ません。 

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つぎのとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、９億77百万円となりました。主な要因は、税引

前中間純利益が23億95百万円、売上債権の減少４億27百万円、たな卸資産の増加４億68百万円、仕入債務

の減少７億73百万円等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) 

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、18億46百万円となりました。主な要因は、金銭

債権信託の取得による支出69億84百万円、金銭債権信託の償還等による収入59億90百万円等によるもので

あります。 

  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における財務活動の結果、使用した資金は９億49百万円となりました。主な要因は、配

当金の支払８億59百万円等によるものであります。 

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当中間会計期間より中間連結財務諸表は作成していないため、前年同期比は、前年同期の個別中間財務諸表におけ

る事業部門別の比較数値であります。 

  

(1) 生産実績 

イ 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 上記金額は販売価格によっております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 商事事業の生産実績は、平成16年９月より発生したため、前年同期比については記載しておりません。 

  

ロ 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 上記金額は仕入価格によっております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社における生産方式は、受注生産によらず需要状況を勘案して、見込生産を行っていますので、受注高、受注

残高は省略しております。 

  

事業部門の名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

建機事業 675 ＋25.3 

商事事業 1 - 

合計 677 ＋25.5 

事業部門の名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

建機事業 6,067 △13.8 

商事事業 11,701 △17.2 

映像・音響事業 2,234 ＋81.5 

合計 20,003 △10.7 



(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

なお、当中間会計期間において総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の販売先はありません。 

(注) 上記金額には賃貸収入が次のとおり含まれており、消費税等は含まれておりません。 

  

  

事業部門の名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

建機事業 12,653 △3.2 

商事事業 13,569 △20.3 

映像・音響事業 1,926 ＋14.5 

合計 28,148 △11.4 

建機事業 4,870百万円

商事事業 118百万円

映像・音響事業 9百万円



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当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】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間会計期間において、特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、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】 

前事業年度末に計画していた設備投資計画のうち、建機事業の貸与資産の購入については平成17年８月末日までに

１億81百万円、商事事業の賃貸用不動産購入については10億28百万円が平成17年３月末日に完了しております。 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



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】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式の数を減ずる」旨を定款に定めております。 

  

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 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 149,959,000

計 149,959,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月４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 47,841,297 47,841,297
大阪証券取引所
(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 47,841,297 47,841,297 ― ― 

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17年8月31日 ― 47,841 ― 12,208 ― 13,716



(4) 【大株主の状況】 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,074千株 

２ 当社は自己株式（4,678千株、持株比率9.78％）を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

３ 株式会社三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出し、議決権行使の指図権を留保して

いる当社株式944千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.97％）を含んでおります。なお、株主名簿上の名義

は「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井アセット信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託

口）」であります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年８月31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10,000株（議決権の数10個）、および、

株主名義上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000 株（議決権の数１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298株が含まれております。 

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(％) 

有限会社脇田興産 大阪府豊中市上野東３丁目５番３号 4,707 9.84

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,259 4.72

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,122 4.44

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番１号 1,926 4.03

脇 田 冨美男 大阪府豊中市上野東３丁目５番３号 1,680 3.51

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３丁目２１番２４号 1,307 2.73

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 1,089 2.28

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 963 2.01

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２丁目４番６号 963 2.01

日興シティグループ証券株式会
社 

東京都港区赤坂５丁目２番２０号 873 1.82

計 ― 17,890 37.39

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 4,678,000
―

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 42,541,000 42,541 同上

単元未満株式 普通株式 622,297 ― 同上

発行済株式総数 47,841,297 ― ― 

総株主の議決権 ― 42,541 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年８月31日現在 

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。 

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。 

  

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・最低株価は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

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において、役員の異動はありません。 

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) 
株式会社ワキタ 

大阪市西区江戸堀１丁目３番20号 4,678,000 ― 4,678,000 9.78

計 ― 4,678,000 ― 4,678,000 9.78

月別 
平成17年 
３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高(円) 1,090 1,243 1,125 1,085 1,079 1,130

最低(円) 930 1,051 955 970 1,015 1,040



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、当中間会計期間より中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

(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16年３月１日から平成16年８月31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17年３月１日から平成17年８月31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16年３月１日から平成16年８月31日ま

で)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)及び当中間会計期間(平

成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の中間財務諸表について、ナニワ監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

「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)第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない

程度に重要性が乏しいものとして、当中間会計期間より中間連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

      ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

① 資産基準 0.1％

② 売上高基準 0.0％

③ 利益基準 0.0％

④ 利益剰余金基準 △0.1％



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16年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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  30,494 15,289  

２ 受取手形及び売掛金  13,547 13,054  

３ 有価証券  1,009 14,499  

４ 金銭債権信託  4,646 7,701  

５ たな卸資産  2,846 2,279  

６ その他  1,446 1,123  

貸倒引当金  △1,121 △794  

流動資産合計  52,869 74.2 53,153 74.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１     

(1) 貸与資産  1,368 1,158  

(2) 建物及び構築物  3,181 3,101  

(3) 土地  5,553 5,572  

(4) その他  132 122  

有形固定資産合計  10,235 14.4 9,955 13.9

２ 無形固定資産  298 0.4 291 0.4

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  4,867 5,702  

(2) その他  4,381 3,491  

貸倒引当金  △1,439 △917  

投資その他の資産合計  7,808 11.0 8,276 11.5

固定資産合計  18,343 25.8 18,523 25.8

資産合計  71,212 100.0 71,677 100.0



  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  9,935 9,666  

２ 賞与引当金  307 192  

３ その他  2,117 1,684  

流動負債合計  12,360 17.4 11,543 16.1

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  163 140  

２ 役員退職慰労引当金  130 261  

３ その他  556 557  

固定負債合計  851 1.2 959 1.3

負債合計  13,212 18.6 12,503 17.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  12,208 17.1 12,208 17.0

Ⅱ 資本剰余金  13,716 19.2 13,717 19.2

Ⅲ 利益剰余金  34,603 48.6 35,575 49.6

Ⅳ 土地再評価差額金  △809 △1.1 △809 △1.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金  280 0.4 500 0.7

Ⅵ 自己株式  △1,999 △2.8 △2,019 △2.8

資本合計  58,000 81.4 59,173 82.6

負債・資本合計  71,212 100.0 71,677 100.0

      



② 【中間連結損益計算書】 

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  31,871 100.0 60,306 100.0

Ⅱ 売上原価  26,681 83.7 50,254 83.3

Ⅲ 割賦売上利益の調整  (－)5 0.0 16 0.0

売上総利益  5,184 16.3 10,068 16.7

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  3,566 11.2 6,821 11.3

営業利益  1,617 5.1 3,247 5.4

Ⅴ 営業外収益     

１ 受取利息 97 230    

２ 受取配当金 10 16    

３ 不動産賃貸収入 57 117    

４ その他 116 282 0.9 254 618 1.0

Ⅵ 営業外費用     

１ 支払利息 0 0    

２ 有価証券評価損 8 ―    

３ 為替差損 ― 242    

４ 金利スワップ評価損 15 ―    

５ 不動産賃借解約損 29 29    

６ その他 7 60 0.2 60 331 0.5

経常利益  1,840 5.8 3,533 5.9

Ⅶ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ 1 2    

２ その他 ― 1 0.0 13 15 0.0

Ⅷ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※３ 1 4    

２ 固定資産除却損 ※４ 14 16    

３ 関係会社整理による 
  店舗閉鎖損 

― 255    

４ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

113 227    

 ５ その他 ― 129 0.4 42 546 0.9

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 1,712 5.4 3,002 5.0

法人税、住民税 
及び事業税 

872 932    

法人税等調整額 △76 796 2.5 180 1,113 1.9

中間(当期)純利益  916 2.9 1,889 3.1

      



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３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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 13,716 13,716

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  自己株式処分差益 ― ― 0 0

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

13,716 13,717

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 34,335 34,335

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  中間(当期)純利益 916 916 1,889 1,889

Ⅲ 利益剰余金減少高  

   配当金 648 648 648 648

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

34,603 35,575

   



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３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記
番号

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  1,712 3,002 

２ 減価償却費  398 842 

３ 賞与引当金・退職給付引当金の増減額 
  (減少：△) 

 9 △128 

４ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  130 261 

５ 有形固定資産売却益  △1 △2 

６ 有形固定資産売却損  1 4 

７ 有形固定資産除却損  14 16 

８ 受取利息及び受取配当金  △108 △246 

９ 有価証券の売却損  ― 3 

10 投資有価証券の売却・償還益  ― △13 

11 有価証券の評価損  8 ― 

12 金利スワップ評価益  ― △22 

13 金利スワップ評価損  15 ― 

14 支払利息  0 0 

15 契約解除違約金  ― 42 

16 関係会社整理による店舗閉鎖損  ― 255 

17 売上債権の増減額(増加：△)  1,482 1,975 

18 たな卸資産の増減額(増加：△)  955 1,522 

19 仕入債務の増減額(減少：△)  △1,569 △1,839 

20 貸倒引当金の増減額(減少：△）  365 △483 

21 契約解除違約金の支出  ― △42 

22 関係会社整理店舗閉鎖による支出  ― △184 

23 その他の増減額(純額)  209 1,572 

小計  3,623 6,537 

24 利息及び配当金の受取額  98 232 

25 利息の支払額  △0 △0 

26 法人税等の支払額  △399 △752 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,322 6,017 



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出 △653 △1,233 

２ 金銭債権信託の取得による支出  △1,044 △2,492 

３ 有価証券の取得による支出  ― △1,599 

４ 有価証券の売却による収入  ― 96 

５ 有形固定資産の取得による支出  △267 △478 

６ 有形固定資産の売却による収入  6 36 

７ 無形固定資産の売却による収入  0 0 

８ 投資有価証券の取得による支出  △1,816 △2,283 

９ 投資有価証券の売却・償還による収入  30 55 

10 貸付けによる支出  △4 △14 

11 貸付金の回収による収入  12 26 

12 その他投資による支出  △82 △103 

13 その他投資の回収による収入  127 292 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,691 △7,697 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の割賦支払による支出  △56 △119 

２ 自己株式の取得による支出  △17 △37 

３ 配当金の支払額  △648 △648 

 ４ 自己株売却による収入  ― 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △722 △805 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3 △201 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △1,088 △2,686 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  31,684 31,684 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  30,596 28,998 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結されております。 

当該連結子会社は、㈱シンコム、㈱ワ

キタ・クレジット、㈱ワキタ・イノベ

ーション・ネットワークの３社であり

ます。 

子会社は全て連結されております。 

当該連結子会社は、㈱シンコム、㈱ワ

キタ・クレジット、㈱ワキタ・イノベ

ーション・ネットワークの３社であり

ます。 

なお、㈱シンコムは平成17年２月28日

の臨時株主総会において解散を決議し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連結

決算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は、移動平均法

により算定） 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間連結決算末日の市場価格等

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) 

有価証券 

  

  

  

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   連結決算末日の市場価格等に基

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 

   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  デリバティブ取引により生じる債権及

び債務 

 時価法 

デリバティブ取引により生じる債権及

び債務 

 時価法 

  たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法に

よっております。ただし、販売用不

動産は個別法による原価法によって

おります。 

たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法に

よっております。ただし、販売用不

動産は個別法による原価法によって

おります。 



  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

 主として定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く。)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  貸与資産……………２～７年 

  建物及び構築物……７～50年 

有形固定資産 

 主として定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く。)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  貸与資産……………２～７年 

  建物及び構築物……７～50年 

  無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

 (3) 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、個別に回収の

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

① 貸倒引当金 

  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、個別に回収の

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるた

め、当中間連結会計期間に負担す

べき支給見込額に基づき計上して

おります。 

② 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額に基づき計上しており

ます。 

  ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当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(474百

万円)については、10年による按

分額を費用処理しております。 

  また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異(474百

万円)については、10年による按

分額を費用処理しております。 

  また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 



  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ④ 役員退職慰労引当金 

  当社役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上してお

ります。 

 （会計処理方法の変更） 

役員退職慰労金については、従

来、支出時の費用としておりまし

たが、当中間連結会計期間より内

規に基づく中間連結会計期間末要

支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしまし

た。 

この変更は、近年、役員退職慰労

引当金計上が定着してきたことに

鑑み、役員の在任期間に対応した

費用を配分することによって、期

間損益の適正化と財務内容の健全

化をはかるためのものでありま

す。 

この変更に伴い、当中間連結会計

期間に発生した16百万円は「販売

費及び一般管理費」に計上し、過

年度に発生した682百万円は3年間

にわたり均等額を計上することと

し、当中間連結会計期間の負担額

113百万円は「特別損失」に計上

しております。 

この結果、従来の方法に比べ「営

業利益」及び「経常利益」はそれ

ぞれ16百万円減少し、「税金等調

整前中間純利益」は130百万円減

少しております。 

なお、セグメント情報に与える影

響については、当該個所に記載し

ております。 

また、この会計処理方法の変更

は、連結財務諸表提出会社である

当社以外の連結子会社３社では行

っておりません。 

④ 役員退職慰労引当金 

  当社役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しておりま

す。 

 （会計処理方法の変更） 

役員退職慰労金については、従

来、支出時の費用としておりまし

たが、当連結会計年度より内規に

基づく連結会計年度末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更いたしました。 

この変更は、近年、役員退職慰労

引当金計上が定着してきたことに

鑑み、役員の在任期間に対応した

費用を配分することによって、期

間損益の適正化と財務内容の健全

化をはかるためのものでありま

す。 

この変更に伴い、当連結会計年度

に発生した33百万円は「販売費及

び一般管理費」に計上し、過年度

に発生した682百万円は3年間にわ

たり均等額を計上することとし、

当連結会計年度の負担額227百万

円は「特別損失」に計上しており

ます。 

この結果、従来の方法に比べ「営

業利益」及び「経常利益」はそれ

ぞれ33百万円減少し、「税金等調

整前当期純利益」は261百万円減

少しております。 

なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載し

ております。また、この会計処理

方法の変更は、連結財務諸表提出

会社である当社以外の連結子会社

3社ではおこなっておりません。 

 (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。 

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。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引を行っており、

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、特例処理の方

法によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引を行っており、

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、特例処理の方

法によっております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…定期預金及び有価証

券 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…定期預金 

  ③ ヘッジ方針 

  資金運用の効率化を目的としてデ

リバティブ取引を利用しており、

投機目的の取引は行わない方針で

あります。 

③ ヘッジ方針 

  資金運用の効率化を目的としてデ

リバティブ取引を利用しており、

投機目的の取引は行わない方針で

あります。 

  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、ヘッジ有効性

の評価は省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、ヘッジ有効性

の評価は省略しております。 

 (6) その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

主として税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

主として税抜方式によっております。 

５ 中間連結(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ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

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ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 



表示方法の変更 

  

  
  
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

(中間連結貸借対照表) 

１ 「有価証券」は前中間連結会計期間において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の

１を超えたため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間末の「有価証

券」の金額は30百万円であります。 

２ 「投資有価証券」は前中間連結会計期間まで「投資その他の資産」に含めて

表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の

５を超えたため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間末の「投資有

価証券」の金額は2,638百万円であります。 

(中間連結損益計算書) 

１ 「不動産賃借解約損」は前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営業外費用の総額

の100分の10を超えたため、区分掲記しました。なお、前中間連結会計期間の

「不動産賃借解約損」の金額は0百万円であります。 



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) 

  

  
  

No. 
前中間連結会計期間末 
(平成16年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,232百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

14,450百万円 

 ２ 保証債務 

 連結会社以外の会社のリース会社等に対する営業

取引(リース取引・割賦販売)に対して保証を行って

おります。 

福友産業㈱ 137百万円

讃岐リース㈱ 99 

㈱ヒメカン 59 

その他 89社 646 

計 942百万円

保証債務 

 連結会社以外の会社のリース会社等に対する営業

取引(リース取引・割賦販売)に対して保証を行って

おります。 

福友産業㈱ 96百万円

讃岐リース㈱ 71 

ダイエー観光㈱ 54 

その他 72社 536 

計 759百万円

No. 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

貸倒引当金繰入額 365百万円

給与・賞与 1,215百万円

賞与引当金繰入額 173百万円

賃借料 440百万円

販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

貸倒引当金繰入額 356百万円

給与・賞与 2,552百万円

賞与引当金繰入額 187百万円

賃借料 881百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

構築物他 1百万円

計 1百万円

固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

貸与資産 0百万円

構築物他 2 

計 2百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

貸与資産(中古売却) 0百万円

その他 0 

計 1百万円

固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

貸与資産(中古売却) 4百万円

その他 0 

計 4百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

貸与資産他(営業店閉鎖のため除却) 10百万円

貸与資産(陳腐化等のため除却) 1 

その他 2 

計 14百万円

固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

貸与資産(陳腐化等のため除却) 4百万円

その他(工具器具備品他) 11 

計 16百万円



(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 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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(平成16年８月

31日現在) 

現金及び預金勘定 30,494百万円

有価証券(３ヶ月以内ＣＰ) 999 

金銭債権信託勘定 
(３ヶ月以内金銭債権信託受益権等) 

3,602 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,500 

現金及び現金同等物 30,596百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係(平成17年2月28日現在) 

  

現金及び預金勘定 15,289百万円

有価証券(３ヶ月以内ＣＰ) 12,999 

金銭債権信託勘定
(３ヶ月以内金銭債権信託受益権等) 

5,208 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,500 

現金及び現金同等物 28,998百万円



(リース取引関係) 

  

  
  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

  （借手側） 

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 

  貸与資産 
(百万円)   

工具器
具備品 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額 1,527  736 2,263

減価償却 
累計額 
相当額 

627  418 1,045

中間期末 
残高 
相当額 

899  317 1,217

  （借手側） 

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 

 
貸与資産
(百万円)

その他 
（工具器 
 具備品
他） 
(百万円) 

  合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 1,621 736  2,357

減価償却
累計額 
相当額 

618 432  1,051

期末残高
相当額 1,002 303  1,306

  ② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 456百万円

１年超 806 

計 1,263百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 491百万円

１年超 866 

計 1,357百万円

  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 318百万円

減価償却費相当額 270百万円

支払利息相当額 49百万円

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 632百万円

減価償却費相当額 535百万円

支払利息相当額 99百万円

  ④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残価保

証額を残存価額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 

  リース期間を耐用年数とし、残価保

証額を残存価額とする定額法によっ

ております。 

  ⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額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 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額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。 

２ オペレーティング・リ

ース取引 

① 借手側 

  未経過リース料 

１年以内 587百万円

１年超 1,187 

計 1,775百万円

① 借手側 

  未経過リース料 

１年以内 701百万円

１年超 1,842 

計 2,543百万円

  ② 貸手側 

  未経過リース料 

１年以内 111百万円

１年超 866 

計 978百万円

② 貸手側 

  未経過リース料 

１年以内 111百万円

１年超 811 

計 922百万円



(有価証券関係) 

  

Ⅰ 前中間連結会計期間末 (平成16年８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その他有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

区分 

前中間連結会計期間末
(平成16年８月31日) 

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 1,188 1,613 424 

債券     

 国債・地方債 29 29 0 

 社債 1,999 2,036 36 

その他 134 143 9 

計 3,351 3,823 471 

区分 

前中間連結会計期間末
(平成16年８月31日) 

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 
(店頭売買株式を除く) 

543

ＣＰ(コマーシャルペーパー) 999

優先出資証券 500



Ⅱ 前連結会計年度末 (平成17年２月28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その他有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

区分 

前連結会計年度末
(平成17年２月28日) 

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 1,516 2,298 781 

債券     

 国債・地方債等 133 128 △4 

 社債 1,999 2,053 53 

その他 127 138 11 

計 3,777 4,619 842 

区分 

前連結会計年度末
(平成17年２月28日) 

連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 573

コマーシャル・ペーパー(ＣＰ) 14,499

優先出資証券 500

社債(非上場) 10

計 15,582



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年８月31日) 
  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

金利関連 

(注) １ 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

   ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  

  

前連結会計年度末(平成17年２月28日) 
  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

金利関連 

(注) １ 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

   ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  

  前中間連結会計期間末（平成16年８月31日） 

区分 取引の種類 
契約額等
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場 
取引 
以外 
の 
取引 

金利スワップ取引  

受取変動・ 
支払変動 

2,000 1,863 136

合計 2,000 1,863 136

  前連結会計年度末（平成17年２月28日） 

区分 取引の種類 
契約額等
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場 
取引 
以外 
の 
取引 

金利スワップ取引  

受取変動・ 
支払変動 

2,000 1,900 99

合計 2,000 1,900 99



(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16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

   建機事業    土木・建設機械の製造、販売並びにレンタル 

   商事事業    建設資材、商業設備の販売・レンタル並びに住宅設備および分譲住宅の販売 

   映像・音響事業 映像・音響機器の販売並びにカラオケルームの運営 

３ 会計処理の方法の変更 

役員退職慰労引当金の計上方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、役員退職慰労金は当中間連結会計期間より

内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴

い、当中間連結会計期間の営業費用は、建機事業が11百万円、商事事業が4百万円、映像・音響事業が0百万円増加し、営

業利益がそれぞれ同額少なく計上されております。 

  

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

   建機事業    土木・建設機械の製造、販売並びにレンタル 

   商事事業    建設資材、商業設備の販売・レンタル並びに住宅設備および分譲住宅の販売 

   映像・音響事業 映像・音響機器の販売並びにカラオケルームの運営 

３ 会計処理方法の変更 

役員退職慰労引当金の計上方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、役員退職慰労金は当連結会計年度より内規

に基づく連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、当連

結会計年度の営業費用は、建機事業22百万円、商事事業8百万円、映像・音響事業1百万円増加し、建機事業、商事事業に

おいては営業利益がそれぞれ同額減少し、映像・音響事業においては営業損失が同額増加しております。 

  
建機事業 
(百万円) 

商事事業
(百万円) 

映像・音響
事業 
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

13,069 17,023 1,778 31,871 ― 31,871

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 13,069 17,023 1,778 31,871 ― 31,871

営業費用 11,972 16,599 1,680 30,253 ― 30,253

営業利益 1,096 423 98 1,617 ― 1,617

  
建機事業
（百万円）

商事事業
（百万円）

映像・音響
事業 

（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連 結 
（百万円）

売上高    

（1）外部顧客に対する売上高 26,451 30,470 3,383 60,306 ― 60,306

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 26,451 30,470 3,383 60,306 ― 60,306

営 業 費 用 24,009 29,636 3,413 57,059 ― 57,059

営 業 利 益（損失△） 2,442 834 △30 3,247 ― 3,247



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する事業所及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する事業所及び連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年３月

１日 至 平成17年２月28日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 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をしておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

(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16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 1,342円51銭 １株当たり純資産額 1,370円32銭

１株当たり中間純利益 21円21銭 １株当たり当期純利益 43円73銭

    

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

中間(当期)純利益 916百万円 1,889百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

916百万円 1,889百万円

普通株式の期中平均株式数 43,211千株 43,201千株



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16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28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     30,449 29,078  15,243  

２ 受取手形     7,027 6,331  7,261  

３ 売掛金     6,520 6,295  5,792  

４ 金銭債権信託     4,646 5,274  7,701  

５ たな卸資産     2,844 2,748  2,279  

６ その他     2,467 1,707  15,609  

貸倒引当金     △1,110 △811  △794  

流動資産合計     52,844 74.0 50,624 70.3  53,093 74.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 貸与資産     1,289 1,127  1,158  

(2) 賃貸用不動産 ※2   － 2,481  －  

(3) 建物     3,031 2,801  2,955  

(4) 土地     5,553 4,161  5,572  

(5) その他     280 249  268  

有形固定資産 
合計 

    10,155 14.2 10,821 15.0  9,954 13.9

２ 無形固定資産     294 0.4 287 0.4  291 0.4

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券     4,856 6,753  5,702  

(2) その他     5,514 4,412  4,632  

貸倒引当金     △2,215 △917  △2,012  

投資その他の 
資産合計 

    8,155 11.4 10,248 14.3  8,322 11.6

固定資産合計     18,605 26.0 21,357 29.7  18,568 25.9

資産合計     71,449 100.0 71,982 100.0  71,662 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28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     5,763 5,060  6,142  

２ 買掛金     4,168 3,831  3,523  

３ 未払法人税等     863 903  570  

４ 賞与引当金     307 210  192  

５ その他     1,224 870  1,112  

流動負債合計     12,327 17.2 10,876 15.1  11,542 16.1

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金     160 109  140  

２ 役員退職慰労引 
当金 

    130 370  261  

３ その他     548 799  552  

固定負債合計     839 1.2 1,279 1.8  954 1.3

負債合計     13,166 18.4 12,156 16.9  12,496 17.4

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     12,208 17.1 12,208 17.0  12,208 17.0

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     13,716 13,716  13,716  

２ その他資本 
剰余金 

    － 0  0  

資本剰余金合計     13,716 19.2 13,717 19.0  13,717 19.2

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     1,182 1,182  1,182  

２ 任意積立金     30,810 31,507  30,810  

３ 中間（当期） 
未処分利益 

    2,904 3,394  3,583  

利益剰余金合計     34,896 48.8 36,085 50.1  35,575 49.6

Ⅳ 土地再評価差額金     △809 △1.1 △795 △1.1  △809 △1.1

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

    268 0.4 649 0.9  492 0.7

Ⅵ 自己株式     △1,999 △2.8 △2,039 △2.8  △2,019 △2.8

資本合計     58,282 81.6 59,825 83.1  59,166 82.6

負債・ 
資本合計 

    71,449 100.0 71,982 100.0  71,662 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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     31,775 100.0 28,148 100.0   60,197 100.0

Ⅱ 売上原価     26,622 83.8 23,153 82.3   50,160 83.3

Ⅲ 割賦売上利益 
  繰延額（戻入:△) 

    5 0.0 2 0.0   △16 △0.0

売上総利益     5,146 16.2 4,992 17.7   10,053 16.7

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費 

    3,575 11.3 3,099 11.0   6,844 11.4

営業利益     1,571 4.9 1,893 6.7   3,208 5.3

Ⅴ 営業外収益 ※１   299 1.0 676 2.4   637 1.1

Ⅵ 営業外費用 ※２   31 0.1 18 0.0   291 0.5

経常利益     1,838 5.8 2,551 9.1   3,554 5.9

Ⅶ 特別利益     1 0.0 2 0.0   3 0.0

Ⅷ 特別損失 
※３ 
※４ 

  126 0.4 158 0.6   533 0.9

税引前中間 
(当期)純利益 

    1,714 5.4 2,395 8.5   3,024 5.0

法人税、住民税 
及び事業税 

  871   886 931   

法人税等調整額   △121 749 2.4 122 1,008 3.6 448 1,380 2.3

中間(当期) 
純利益 

    964 3.0 1,386 4.9   1,643 2.7

前期繰越利益     1,939 2,021   1,939 

土地再評価差 
額金取崩高 

    － △13   － 

中間(当期) 
未処分利益 

    2,904 3,394   3,583 

            



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

（注）前中間会計期間及び前事業年度については、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、

当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。 

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税引前中間純利益 2,395 

 ２ 減価償却費 335 

 ３ 固定資産減損損失 25  

 ４ 賞与引当金の増減額（減少：△） 17 

 ５ 退職給付引当金の増減額（減少：△） △31 

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 109 

 ７ 有形固定資産売却益 △2 

 ８ 有形固定資産除却損 2 

 ９ 受取利息及び受取配当金 △219 

 10 金利スワップ評価益 △38 

 11 売上債権の増減額（増加：△） 427 

 12 たな卸資産の増減額（増加：△） △468 

 13 仕入債務の増減額（減少：△） △773 

 14 貸倒引当金の増減額（減少：△） 16 

 15 その他 △433 
小計 1,361 

 16 利息及び配当金の受取額 213 
 17 法人税等の支払額(純額) △597 
   営業活動によるキャッシュ・フロー 977 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出 △1,933 

 ２ 定期預金の払戻による収入 1,000 

 ３ 金銭債権信託の取得による支出 △6,984 

 ４ 金銭債権信託の償還等による収入 5,990 

 ５ 有価証券の償還等による収入 1,499 

 ６ 有形固定資産の取得による支出 △1,163 

 ７ 有価固定資産の売却による収入 4 

 ８ 投資有価証券の取得による支出 △803 

 ９ 貸付けによる支出 △5 

 10 貸付金の回収による収入 31 

 11 その他の支出 △118 

 12 その他の収入 636 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,846 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の割賦支払による支出 △70 

 ２ 自己株式の取得による支出 △20 

 ３ 配当金の支払額 △859 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △949 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 232 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,586 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 28,952 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 27,366 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)有価証券 

 (1) 売買目的有価証券 

時価法（売却原価

は、移動平均法によ

り算定） 

(イ)有価証券 

  

(イ)有価証券 

  

   (2) 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

 (1) 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

 (1) 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

   (3) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

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) 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

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) 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算末日の市場価

格等に基づく時価

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 

    移動平均法による

原価法 

   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 

    移動平均法による

原価法 

  (ロ)デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

 時価法 

(ロ)デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

 時価法 

(ロ)デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

 時価法 

  (ハ)たな卸資産 

 (1) 商品 

   移動平均法による原

価法 

   ただし、映像・音響

機器商品は移動平均

法による低価法 

(ハ)たな卸資産 

 (1) 商品 

   移動平均法による原

価法 

   ただし、映像・音響

機器商品は移動平均

法による低価法 

(ハ)たな卸資産 

 (1) 商品 

   移動平均法による原

価法 

   ただし、映像・音響

機器商品は移動平均

法による低価法 

   (2) 販売用不動産 

   個別法による原価法 

 (2) 販売用不動産 

   個別法による原価法 

 (2) 販売用不動産 

   個別法による原価法 

   (3) 製品 

   総平均法による原価

法 

 (3) 製品 

   総平均法による原価

法 

 (3) 製品 

   総平均法による原価

法 

   (4) 原材料・貯蔵品 

   先入先出法による原

価法 

 (4) 原材料・貯蔵品 

   先入先出法による原

価法 

 (4) 原材料・貯蔵品 

   先入先出法による原

価法 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除

く。)については、定

額法によっておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  貸与資産……２～７年 

  建物…………７～50年 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除

く。)及び映像・音響

機器関係の貸与資産は

定額法によっておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  貸与資産……２～７年 

  賃貸用不動産 

   建物………38～41年 

  建物…………７～50年 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除

く。)については、定

額法によっておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  貸与資産……２～７年 

  建物…………７～50年 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  (2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  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、個別に回収の

可能性を検討し、回収

不能見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

  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、個別に回収の

可能性を検討し、回収

不能見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

  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、個別に回収の

可能性を検討し、回収

不能見込額を計上して

おります。 

  (2) 賞与引当金 

  従業員への賞与支給に

備えるため、当中間会

計期間に負担すべき支

給見込額に基づき計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員への賞与支給に

備えるため、当中間会

計期間に負担すべき支

給見込額に基づき計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員への賞与支給に

備えるため、当事業年

度に負担すべき支給見

込額に基づき計上して

おります。 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

  なお、会計基準変更時

差異(474百万円)につ

いては、10年による按

分額を費用処理してお

ります。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(10年)による定額法に

より按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年

度から費用処理するこ

ととしております。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

  なお、会計基準変更時

差異(474百万円)につ

いては、10年による按

分額を費用処理してお

ります。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(７年)による定額法に

より按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年

度から費用処理するこ

ととしております。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき計上してお

ります。 

  なお、会計基準変更時

差異(474百万円)につ

いては、10年による按

分額を費用処理してお

ります。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(10年)による定額法に

より按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年

度から費用処理するこ

ととしております。 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

    

(追加情報) 

退職給付に係る会計基

準における数理計算上

の差異の償却について

は、従来、その発生時

の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年

数（10年）による按分

額を費用処理しており

ましたが、従業員の退

職などにより平均残存

勤務期間の再検討を行

った結果、平均残存勤

務期間が10年を下回っ

たことに伴い、当中間

会計期間より平均残存

勤務期間以内の一定の

年数７年による按分額

を費用処理する方法と

しております。 

なお、当該処理年数の

変更による中間財務諸

表に与える影響は軽微

であります。 

  



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  (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

に基づく中間会計期間

末要支給額を計上して

おります。 

（会計処理方法の変更） 

役員退職慰労金につい

ては、従来、支出時の

費用としておりました

が、当中間会計期間よ

り内規に基づく中間会

計期間末要支給額を役

員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更

いたしました。 

この変更は、近年、役

員退職慰労引当金計上

が定着してきたことに

鑑み、役員の在任期間

に対応した費用を配分

することによって、期

間損益の適正化と財務

内容の健全化をはかる

ためのものでありま

す。 

この変更に伴い、当中

間会計期間に発生した

16百万円は「販売費及

び一般管理費」に計上

し、過年度に発生した

682百万円は３年間に

わたり均等額を計上す

ることとし、当中間会

計期間の負担額113百

万円は「特別損失」に

計上しております。 

この結果、従来の方法

に比べ「営業利益」及

び「経常利益」はそれ

ぞれ16百万円減少し、

「税引前中間純利益」

は130百万円減少して

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

に基づく中間会計期間

末要支給額を計上して

おります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  当社役員の退職慰労金

の支出に備えるため、

内規に基づく当事業年

度末要支給額を計上し

ております。 

（会計処理方法の変更） 

役員退職慰労金につい

ては、従来、支出時の

費用としておりました

が、当事業年度より内

規に基づく当事業年度

末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上

する方法に変更いたし

ました。 

この変更は、近年、役

員退職慰労引当金計上

が定着してきたことに

鑑み、役員の在任期間

に対応した費用を配分

することによって、期

間損益の適正化と財務

内容の健全化をはかる

ためのものでありま

す。 

この変更に伴い、当事

業年度に発生した33百

万円は「販売費及び一

般管理費」に計上し、

過年度に発生した682

百万円は3年間にわた

り均等額を計上するこ

ととし、当事業年度の

負担額 227百万円は

「特別損失」に計上し

ております。 

この結果、従来の方法

に比べ「営業利益」及

び「経常利益」はそれ

ぞれ33百万円減少し、

「税引前当期純利益」

は261百万円減少して

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。 

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。 

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。 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引を行

っており、金利スワッ

プの特例処理の要件を

満たしているため、特

例処理の方法によって

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ会計を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引を行

っており、金利スワッ

プの特例処理の要件を

満たしているため、特

例処理の方法によって

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 

  ヘッジ対象……定期預

金及び有価証券 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段……金利ス

ワップ 

  ヘッジ対象……有価証

券 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段……金利ス

ワップ 

  ヘッジ対象……定期預

金 

  (3) ヘッジ方針 

  資金運用の効率化を目

的としてデリバティブ

取引を利用しており、

投機目的の取引は行わ

ない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

  資金運用の効率化を目

的としてデリバティブ

取引を利用しており、

投機目的の取引は行わ

ない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

  資金運用の効率化を目

的としてデリバティブ

取引を利用しており、

投機目的の取引は行わ

ない方針であります。 

  (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、ヘッジ有効性

の評価は省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  金利スワップの想定元

本、利息の受払い条件

及び契約期間が対象資

産とほぼ同一の取引の

みであるため、有効性

の評価を省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  金利スワップの特例処

理の要件を満たしてい

るため、ヘッジ有効性

の評価は省略しており

ます。 

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

――― 中間キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現

金、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カ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっ

ております。 

――― 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 収益及び費用の計上基

準について 

  割賦販売については、

割賦基準を採用してお

ります。なお割賦適用

売上高は一般売上と同

一の基準で販売価額を

計上し、次期以降に収

入すべき金額に対応す

る割賦販売損益は、割

賦未実現利益として繰

延処理をしておりま

す。 

  なお、当中間会計期間

では、割賦販売損益の

調整金額は繰延となっ

ております。 

(1) 収益及び費用の計上基

準について 

  割賦販売については、

割賦基準を採用してお

り、割賦適用売上高は

一般売上と同一の基準

で販売価額を計上し、

次期以降に収入すべき

金額に対応する割賦販

売損益は、割賦未実現

利益として繰延処理を

しております。 

  なお、当中間会計期間

では、割賦販売損益の

調整金額は繰延となっ

ております。 

(1) 収益及び費用の計上基

準について 

  割賦販売については、

割賦基準を採用してお

ります。なお割賦適用

売上高は一般売上と同

一の基準で販売価額を

計上し、次期以降に収

入すべき金額に対応す

る割賦販売損益は、割

賦未実現利益として繰

延処理をしておりま

す。 

  なお、当事業年度で

は、割賦販売損益の調

整金額は戻入となって

おります。 



  

  
会計処理の変更 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  (2) 消費税等の会計処理に

ついて 

  消費税等の会計処理

は、税抜方式によって

おります。 

  なお、仮払消費税等と

仮受消費税等を相殺の

うえ金額的重要性が乏

しいため、流動負債の

「その他」に含めて表

示しております。 

(2) 消費税等の会計処理に

ついて 

  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。 

なお、仮払消費税等と

仮受消費税等を相殺の

うえ金額的重要性が乏

しいため、流動負債の

「その他」に含めて表

示しております。 

(2) 消費税等の会計処理に

ついて 

  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。 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――― 

  

１ 不動産賃貸に係る収益・費用 

不動産賃貸に係る収益について

は、当中間会計期間より営業外収

益に計上する方法から売上高に計

上する方法に、それに対応する費

用は販売費及び一般管理費から売

上原価に計上する方法に変更して

おります。 

この変更は、前事業年度まで遊休

不動産の有効利用として一部の不

動産を賃貸しておりましたが、当

中間会計期間において賃貸用不動

産を取得し、不動産の賃貸を営業

活動として展開したことにより不

動産賃貸収入が増加したために行

なったものであります。 

この結果、従来と同一の方法によ

った場合と比較して、売上高は１

億４百万円、売上原価は89百万

円、売上総利益は15百万円、営業

利益は１億４百万円それぞれ増加

しましたが、経常利益及び税引前

中間純利益に与える影響はありま

せん。 

――― 

  ２ 仲介に関する手数料収入 

仲介に関する手数料収入について

は、当中間会計期間より営業外収

益に計上する方法から売上高に計

上する方法に変更しております。 

この変更は、当該収入が営業活動

の成果であり、商事事業において

ソリューション型ビジネスが定着

し、今後も安定した収入計上が見

込まれ、金額的な重要性が高まっ

たために行ったものであります。 

この結果、従来と同一の方法によ

った場合と比較して、売上高、売

上総利益及び営業利益はそれぞれ

84百万円増加しましたが、経常利

益及び税引前中間純利益に与える

影響はありません。 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ３ 借上社宅等家賃の従業員負担額 

従来、借上社宅等の支払家賃は販

売費及び一般管理費に計上し、こ

れに対する従業員等の負担分とし

て収受する受取家賃等を営業外収

益に計上しておりましたが、当中

間会計期間より借上社宅等の実質

的な費用負担を明確にするため

に、当該受取家賃等を販売費及び

一般管理費より控除する方法に変

更しております。 

この結果、従来と同一の方法によ

った場合と比較して、営業利益は

20百万円増加しましたが、経常利

益及び税引前中間純利益に与える

影響はありません。 

４ 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」(「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

基準適用指針第6号 平成15年10

月31日)が平成16年３月31日に終

了する事業年度に係る財務諸表か

ら適用できる事になったことに伴

い、当中間会計期間から同会計基

準及び同適用指針を適用しており

ます。 

これにより税引前中間純利益が25

百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該資産の金額から直接

控除しております。 

上記１、２、３及び４の変更に伴

い、従来と同一の方法によった場

合と比較して、売上高は１億88百

万円、売上原価は89百万円、売上

総利益は99百万円、営業利益は２

億８百万円それぞれ増加し、経常

利益に与える影響はありません

が、税引前中間純利益は25百万円

減少しております。 

  



表示方法の変更 
  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

(中間貸借対照表) 

――― 

（中間貸借対照表） 

不動産賃貸に係る土地・建物及びこれらに付帯する有形

固定資産は、会計処理の変更１に記載の不動産賃貸に係

る収益・費用の会計処理の変更に伴い当中間会計期間よ

り、「賃貸用不動産」に区分掲記しております。なお、

前中間会計期間末の「賃貸用不動産」は土地に14億20百

万円、建物に83百万円及びその他に16百万円が含まれて

おります。 

「投資有価証券」は前中間会計期間まで「投資その他の

資産」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

末において資産の総額の100分の５を超えたため、区分

掲記しました。なお、前中間会計期間末の「投資有価証

券」の金額は2,668百万円であります。 

――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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

値割及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。 

なお、当中間会計期間の計上額は44

百万円であります。 

――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

百万円 

14,952 

百万円 

13,572 

百万円 

14,448 

※２ 賃貸用不動産 ――― 賃貸用不動産には賃貸用

土地・建物及びこれらに

付帯する構築物等が含ま

れております。 

――― 

 ３ 偶発債務 

   (保証債務) 

取引先のリー

ス会社等に対

する営業取引

( リ ー ス 取

引・割 賦 販

売)保証 

福友産業㈱ 137百万円

讃岐リース㈱ 99 

㈱ヒメカン 59 

ダイエー観光
㈱ 

56 

㈱サンコーレ
ンタル 

32 

その他 87社 558 

計 942百万円

福友産業㈱ 98百万円

㈱浅原組 76 

㈱第一実業 49 

讃岐リース㈱ 44

㈱ヒメカン 39

その他 72社 389 

計 697百万円

福友産業㈱ 96百万円

讃岐リース㈱ 71 

ダイエー観光
㈱ 

54 

㈱ヒメカン 49 

㈱浅原組 30 

その他 70社 456 

計 759百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

百万円 

受取利息 103

為替差益 17

百万円 

受取利息 175

為替差益 366

百万円 

受取利息 241

不動産賃貸収

入 
117

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

百万円 

金利スワップ
評価損 

15

百万円 

たな卸資産処
分損 

5

百万円 

たな卸資産処
分損 

22

為替差損 241

※３ 特別損失のうち

主要なもの 

百万円 

固定資産除却損 11

過年度役員退職
慰労引当金繰入
額 

113

百万円 

固定資産除却損 2

過年度役員退職
慰労引当金繰入
額 

113

固定資産減損損
失 

25

百万円 

固定資産除却損 12

過年度役員退職
慰労引当金繰入
額 

227

関係会社貸倒引
当金繰入額 

250

※４ 減損損失 ――― 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。 

  

当社のグルーピングの方

法は、原則として事業所

別に区分し、賃貸用不動

産については個々の物件

を単位としております。 

グルーピングの単位であ

る各事業所においては、

減損の兆候はありません

でしたが、北海道石狩市

の賃貸用不動産について

は賃料水準の低下及び継

続的な地価の下落によ

り、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し当該減少

額25百万円を減損損失と

して特別損失に計上して

おります。 

なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却

価額により測定してお

り、土地については固定

資産税評価額等に基づい

て、合理的な調整を行い

評価しております。 

場所 北海道石狩市

用途 賃貸用不動産 

種類 土地

――― 

 ５ 減価償却実施額 百万円 

有形固定資産 384

無形固定資産 2

百万円 

有形固定資産 332

無形固定資産 2

百万円 

有形固定資産 818

無形固定資産 5



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間及び前事業年度に係る中間キャッシュ・フロー計算書関係については、中間連結財務諸表にお

ける注記事項として記載しているため、当中間会計期間に係る注記事項のみを記載しております。 

  

  

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31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(平成17年８月31日現在) 

現金及び預金勘定 29,078百万円

金銭債権信託勘定 
(３ヶ月以内金銭債権信託受益権等) 

1,788

流動資産 その他(３ヶ月以内ＣＰ) 999 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,500 

現金及び現金同等物 27,366百万円



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（借手側） 

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 

  貸与資産 
(百万円)   

工具器 
具備品 
(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 1,527  736  2,263

減価償却 
累計額 
相当額 

627  418  1,045

中間期末 
残高 
相当額 

899  317  1,217

（借手側） 

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 

 
貸与資産
(百万円)

 

その他
（工具器
具備品
他） 

(百万円)

 
合計

(百万円)

取得価額
相当額 1,841  565  2,407

減価償却
累計額 
相当額 

763  306  1,070

中間期末
残高 
相当額 

1,077  259  1,337

（借手側） 

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 

 
貸与資産 
(百万円)   

その他
（工具器 
具備品
他） 

(百万円) 

  合計 
(百万円)

取得価額
相当額 1,621  736  2,357

減価償却
累計額 
相当額 

618  432  1,051

期末残高
相当額 1,002  303  1,306

  ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 456百万円

１年超 806 

計 1,263百万円

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 512百万円

１年超 883

計 1,396百万円

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 491百万円 
１年超 866 

計 1,357百万円 
  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 318百万円

減価償却費 
相当額 270百万円

支払利息相当額 49百万円

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 328百万円

減価償却費
相当額 278百万円

支払利息相当額 56百万円

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 632百万円 

減価償却費 
相当額 535百万円 

支払利息相当額 99百万円 

  ④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残価保証額を残存価額とする

定額法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

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、

残価保証額を残存価額とする

定額法によっております。 

  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。 

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、

残価保証額を残存価額とする

定額法によっております。 

  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。 

２ オペレーティング・リー

ス取引 

① 借手側 

  未経過リース料 

１年以内 587百万円

１年超 1,187 

計 1,775百万円

① 借手側 

  未経過リース料 

１年以内 760百万円

１年超 2,024

計 2,784百万円

① 借手側 

  未経過リース料 

１年以内 701百万円 
１年超 1,842 

計 2,543百万円 
  ② 貸手側 

  未経過リース料 

１年以内 177百万円

１年超 963 

計 1,141百万円

② 貸手側 

  未経過リース料 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損

損失はありませんので、項目

等の記載は省略しておりま

す。 

１年以内 131百万円

１年超 834

計 965百万円

② 貸手側 

  未経過リース料 

１年以内 111百万円 
１年超 811 

計 922百万円 
  



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年８月31日)、当中間会計期間末(平成17年８月31日)及び前事業年度末(平成17年２月

28日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間末及び前事業年度末に係る有価証券関係（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除

く）については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しているため、当中間会計期間末に係る注記事

項のみを記載しております。 

  

当中間会計期間末(平成17年８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その他有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

（注）当中間会計期間において10百万円の減損処理を行っております。 

  

区分 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

取得原価(百万円)
中間貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 2,316 3,330 1,013 

債券     

 国債・地方債等 133 135 2 

 社債 1,999 2,053 53 

その他 127 150 23 

計 4,576 5,669 1,092 

区分 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

中間貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 553

コマーシャル・ペーパー(ＣＰ) 999

優先出資証券 500

社債(非上場) 10

計 2,063



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末及び前事業年度末に係るデリバティブ取引関係については、中間連結財務諸表における注記

事項として記載しているため、当中間会計期間末に係る注記事項のみを記載しております。 

  

当中間会計期間末(平成17年８月31日) 

  

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

金利関連 

(注) １ 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  当中間会計期間末（平成17年８月31日） 

区分 取引の種類 
契約額等
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場 
取引 
以外 
の 
取引 

金利スワップ取引  

受取変動・ 
支払変動 

2,000 1,939 60

合計 2,000 1,939 60



(持分法損益等) 

前中間会計期間及び前事業年度においては、中間連結財務諸表を作成していたため、持分法損益等につきまし

ては、記載を省略しております。 

  

当中間会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

前中間会計期間及び前事業年度に係る１株当たり情報については、中間連結財務諸表における注記事項として

記載しているため、当中間会計期間に係る注記事項のみを記載しております。 

(注) １ 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をしておりません。 

２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  
当中間会計期間

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

  

１株当たり純資産額 

  

１株当たり中間純利益 

  

  

1,386円03銭 

  

32円12銭 

  
当中間会計期間

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

中間純利益 1,386百万円

普通株主に帰属しない金額    -百万円

普通株式に係る中間純利益 1,386百万円

普通株式の期中平均株式数 43,173千株



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



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) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第43期) 

自 平成14年３月１日 
至 平成15年２月28日 

 
平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

(２) 
半期報告書の 
訂正報告書 

(第44期中) 
自 平成15年３月１日 
至 平成15年８月31日 

 
平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

(３) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第44期) 

自 平成15年３月１日 
至 平成16年２月29日 

 
平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

(４) 
半期報告書の 
訂正報告書 

(第45期中) 
自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日 

 
平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

(５) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第45期) 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

 
平成17年５月27日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年11月４日

株式会社ワキタ 

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」に掲げられている株式会

社ワキタの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成

16年８月31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、株式会社ワキタ及び連結子会社の平成16年８月31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16年３月１日から平成16年８月31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。 

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(3)④に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金を支出

時の費用として処理する方法から、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更した。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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 

ナニワ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  畑  下  辰  典  ㊞ 

代表社員
関与社員

  公認会計士  宮  本  富  雄  ㊞ 

  
※ 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16年11月４日

株式会社ワキタ 

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」に掲げられている株式会

社ワキタの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第45期事業年度の中間会計期間(平成16年３月１日から平成16

年８月31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、株式会社ワキタの平成16年８月31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16年３月１日か

ら平成16年８月31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。 

追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項３(4)に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金を支出時の費用とし

て処理する方法から、内規に基づく中間会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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 

  

ナニワ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  畑  下  辰  典  ㊞ 

代表社員
関与社員

  公認会計士  宮  本  富  雄  ㊞ 

  
※ 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11月１日

株式会社ワキタ 

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」に掲げられている株式会

社ワキタの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第46期事業年度の中間会計期間(平成17年３月１日から平成17

年８月31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、株式会社ワキタの平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年３月１日

から平成17年８月31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。 

追記情報 

会計処理の変更１、２及び３に記載されているとおり、会社は不動産賃貸に係る収益・費用、仲介に関する手数料収

入及び借上社宅等家賃の従業員負担額の計上区分を変更した。又、会計処理の変更４に記載されているとおり、当中間

会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

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 

ナニワ監査法人 

代表社員
業務執行社員 

  公認会計士  畑  下  辰  典  ㊞ 

代表社員
業務執行社員 

  公認会計士  宮  本  富  雄  ㊞ 

  
※ 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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