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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】 

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成18年 
６月１日 
至平成18年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
６月１日 
至平成18年 
５月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高（千円） 4,566,115 4,863,390 － 9,217,352 9,938,623 

経常利益（千円） 412,059 446,925 － 872,012 879,976 

中間（当期）純利益（千円） 253,288 419,426 － 536,843 698,424 

純資産額（千円） 4,416,122 4,995,718 － 4,607,617 5,218,808 

総資産額（千円） 9,615,659 9,908,143 － 9,694,894 9,840,451 

１株当たり純資産額（円） 817.39 845.83 － 780.06 883.68 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
46.88 71.01 － 90.39 118.25 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 45.9 50.4 － 47.5 53.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
126,230 290,957 － 584,749 615,674 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△57,194 311,533 － △116,871 △182,449 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△14,809 △621,347 － △183,519 △902,789 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
1,588,746 1,800,020 － 1,818,877 1,349,312 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

155 

［ 30］

161 

［ 36］

－ 

［ －］

161 

［ 32］

166 

［ 33］

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数について、臨時雇用者数（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含んでおります。）

は、人員を［ ］外数で記載しております。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

４．「(2)提出会社の経営指標等」の第43期中、第44期中の「１株当たり純資産額」及び「１株当たり中間（当

期）純利益金額」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。 

５．当社は平成17年１月20日付をもって、１株を1.1株に分割しております。 

６．持分法を適用した場合の投資利益については、第44期以前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、また第45期中は、関連会社がないため記載しておりません。 

７．第44期以前は、連結財務諸表を作成しているため個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

８．第45期中については、連結子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成18年 
６月１日 
至平成18年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
６月１日 
至平成18年 
５月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（千円） 4,499,968 4,829,878 5,542,305 9,080,933 9,873,899 

経常利益（千円） 405,273 434,728 373,098 879,900 855,520 

中間（当期）純利益（千円） 248,727 398,701 273,614 545,909 669,986 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 585,199 585,199 585,199 585,199 585,199 

発行済株式総数（千株） 5,402 5,943 5,943 5,943 5,943 

純資産額（千円） 4,376,557 4,949,055 5,389,932 4,581,679 5,164,433 

総資産額（千円） 9,276,488 9,690,023 10,315,452 9,328,051 9,644,081 

１株当たり純資産額（円） － － 912.67 775.67 874.47 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
－ － 46.33 91.92 113.44 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） 7.00 8.00 8.00 15.00 16.00 

自己資本比率（％） 47.2 51.1 52.3 49.1 53.6 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 324,735 － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △728,677 － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △260,910 － － 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
－ － 684,459 － － 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

153 

［ 30］

160 

［ 36］

166 

［ 35］

159 

［ 32］

165 

［ 33］



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】 

 当中間会計期間において、以下の会社を吸収合併いたしました。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時

雇用者数(嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、（ ）内に外数で記載しており

ます。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

(株)日本自洗機メンテ

ナンス協会 

大阪市淀川区 10,000 

食器洗浄機のメン

テナンス業務及び

厨房機器等のレン

タル・販売 

100.0 

・当社が食器洗浄

機メンテナンス

を委託 

・当社製品の一部

を販売 

・役員兼任あり 

・当社が債務保証 

  平成18年11月30日現在

従業員数（人） 166 (35)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に後押しされ、設備投資の増加や雇用の拡大が見られ、

底堅く推移しました。しかし、原油価格の高止まり、米国経済の減速などの不安要素に加え、個人消費の伸び悩み

が懸念され、景気の先行きに不透明感が出てきました。 

 当社が依拠するフードビジネス業界におきましては、回復の兆しを見せつつあった外食店の売上が再び下降傾向

を示し、必ずしも楽観視できる状態ではありません。 

 このような状況下、当社は新製品の投入、新規ユーザーの獲得を積極的に推進し、業容の拡大に努めてまいりま

した。また、一方で人材補強、広告宣伝活動、研究開発等将来に向けての投資も積極的に進めてまいりました。 

 この結果、当中間会計期間の業績は、売上高が5,542百万円（前年同期比14.8％増）となりました。利益につき

ましては、営業利益が361百万円（同16.1％減）、経常利益が373百万円（同14.2％減）、中間純利益は273百万円

（同31.4％減）となりました。 

 なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表を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

における比較数値であります。 

 当社の品目別売上高は、次のとおりであります。当社はフードビジネス業界向け化成品事業の単一セグメントの

ため、事業の種類別セグメントの情報は作成しておりませんので、品目別の金額を記載しております。 

 （注）1.当社の主要取扱品目をより正確に表現するために、前事業年度まで「業務用洗剤・洗浄剤」としておりました区

分を「業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤」に修正いたしました。 

 2.当社は100％子会社１社を合併しましたので、品目別売上高についての前年同期比は連結財務諸表との比較とい

たしました。（以下品目別売上高コメントについても同じ） 

（業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤） 

 新規取引先の開拓により全体的に売上が底上げされました。また、特に食品安全に関する製品（除菌・漂白

剤、アルコール製剤、塩素系殺菌剤等）の売上が好調でした。 

 この結果、当中間会計期間における売上高は、2,943百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

（固形燃料） 

 出荷数量の増加に伴い売上が伸びました。また、価格改定を進めることができました。この結果、当中間会計

期間における売上高は、1,036百万円（同8.1％増）となりました。 

（その他商品等） 

 大手チェーン店への仕入商品の納入が増大し、売上が大きく伸びました。 

 この結果、当中間会計期間における売上高は、1,562百万円（同31.5％増）となりました。 

区分 

（参考値） 
前中間連結会計期間 

（平成17年11月中間期） 

当中間会計期間 
（平成18年11月中間期） 

（参考値） 
前年同期比 

金額 構成比 金額 構成比 増減金額 増減率 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤 
百万円 

2,716 

％ 

55.9 

百万円 

2,943 

％ 

53.1 

百万円 

226 

％ 

8.4 

固形燃料 958 19.7 1,036 18.7 77 8.1 

その他商品等 1,188 24.4 1,562 28.2 374 31.5 

合計 4,863 100.0 5,542 100.0 678 14.0 



(2)キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、投資活動並びに財務活動による支出が営業活動による収

入を上回りました。また、子会社合併により82百万円を引き継ぎました。これらの結果、現金及び現金同等物（以

下「資金」という）の中間期末残高は684百万円となりました。なお、前中間会計期間については中間連結キャッ

シュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

 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次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は324百万円となりました。これは、税引前中間純利益が424百万円となりました

こと及び仕入債務の増加363百万円、未払金及び未払費用等の増加106百万円等の増加と、売上債権の増加401百

万円、法人税等の支払251百万円等の減少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） 

 投資活動の結果使用した資金は728百万円となりました。これは、有価証券の償還による収入99百万円の増加

と、つくば工場生産・物流設備増設（着手金支払）等の有形固定資産の取得による支出747百万円、人事給与シ

ステム更新等の無形固定資産の取得による支出59百万円等の減少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） 

 財務活動の結果使用した資金は260百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出116百万円、社

債の償還による支出97百万円、配当金の支払47百万円等の減少によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。    

 前中間会計期間については連結数値で作成しているため、前年同期比は記載しておりません。（以下、「販売

実績」まで同じ） 

 （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）受注状況 

 該当事項はありません。 

(3）商品仕入実績 

 当中間会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、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。 

(4）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間における主な相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合

が100分の10未満のため、記載を省略しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 2,972,303 － 

固形燃料（千円） 954,475 － 

その他商品等（千円） 16,147 － 

合計（千円） 3,942,926 － 

品目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 69,500 － 

固形燃料（千円） 70,787 － 

その他商品等（千円） 1,416,788 － 

合計（千円） 1,557,076 － 

品目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 2,943,307 － 

固形燃料（千円） 1,036,177 － 

その他商品等（千円） 1,562,820 － 

合計（千円） 5,542,305 － 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した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、製商品の研究・開発は下記の組織図と業務分担のとおり、技術部が担当しております。 

当中間会計期間における研究開発費は、120,042千円（前年同期比6.4％増）となっております。主な研究開発成果

は以下のとおりであります。 

(1）業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤関連製商品 

ノロウイルス感染・食中毒問題も加わって消費者の食品安全に対する意識はいっそう高まり、それを背景にフード

ビジネス業界では衛生管理レベル向上への関心が強まっています。当社はフードビジネス業界の衛生管理レベル向上

をサポートするため、全国各地での営業活動によって得られた現場の声を基に、以下の製品を開発しました。 

１.食品工場向け＜サニプランシリーズ＞ 

食の外部化の進行と中食市場の拡大により、食品工場用洗浄剤市場は年々成長しており、ここでさらなる売上拡

大をはかるため、新ブランド「サニプラン」（注）を立ち上げました。当中間会計期間末での製品ラインアップ

は、以下の７品です。 

① サニプラン 除菌中性洗剤Ｌ（トップクラスの除菌力と洗浄力を発揮する除菌洗剤です） 

② サニプラン 除菌中性洗剤ＲＥ （洗浄するだけで気軽に除菌もできる汎用タイプです） 

③ サニプラン コンテナ洗浄剤 （浸漬用と洗浄機用両方で使用可能。コンテナの黒ずみを除去します） 

④ サニプラン フォーミング洗剤ＬＡ（床・壁・設備の泡洗浄用。アルミニウムを腐食せず、塩素で強力に除菌

します） 

⑤ サニプラン フォーミング洗剤ＪＰ（床・壁・設備の泡洗浄用。汚れ負荷が強い所に最適で、非塩素系除菌成

分を配合しています） 

⑥ サニプラン 強力洗浄剤ＮＣ （蓄積した頑固な油汚れを洗浄できます） 

⑦ サニプラン ＣＯＰ洗浄剤ＣＨ（焦付き汚れや、金属面に付着したチーズ汚れ等の除去に最適です） 

（注）「サニプラン」とは、「衛生的な（サニタリー）工場（プラント）」と「食品衛生の（サニテーション）計画（プラン）」とい

う２つの意味を持った造語です。 

食品工場には特殊な汚れが多いので、この洗浄には新たな洗浄剤を開発・製品化するだけでなく、最適な洗剤の

選択や使用方法などのプロのノウハウを合体させた問題解決力が必要で、このソフト面での要求にも応えられるス

タッフの強化も同時に進めております。 



２.酸素系漂白剤「ニューホワイトアップ」（3.5kg入り） 

これまで酸素系漂白剤「ホワイトアップ」を販売してまいりましたが、近年の衛生志向の高まりを受けて、漂白

力の大幅な向上を実現しリニューアルしました。特長は①新成分配合により、色素汚れを引きはがす力が強化さ

れ、病院や学校給食で使われているメラミン食器に染み付いた汚れもきれいに漂白できます。②特殊成分の作用に

より、水に溶かした後も漂白成分の無駄な分解を抑えるので、２、３度繰り返して使用できます。③お湯に溶かし

たときの泡立ちが少なく、泡があふれる心配もなく作業できます 

３.アルコール製剤「セーフコール５４ＥＳ」（20ｋｇバッグインボックス入り） 

エタノールが昨年大幅な値上げとなった中、アルコール製剤を大量に使用する食品工場ではコストダウンの要望

が高まっております。本品は除菌力はしっかり確保した上で、エタノール含有量のより少ないアルコール製剤で

す。特長は①エタノールの含有量が54％（容量比）でも、75度アルコール品（エタノール含有量75％（容量比））

と同等の除菌効果を発揮します。②危険物に該当しません。③通常のアルコール製剤と比較して皮膚刺激性が低

く、使いやすくなりました。 

４.トイレ用洗浄剤「除菌トイレクリーナー」（5kg入り、400ｇ入りパウチ） 

これまでの「ニイタカトイレクリーナー」に除菌力をプラスするなど改良しリニューアルしました。特長は①除

菌成分配合により、洗浄と同時に除菌できます。除菌効果で尿石付着を予防します。②ミントの香りで洗浄作業を

快適にし、洗浄後もさわやかです。③逆さまでも使えるスプレー容器を採用し便器の裏側や入り組んだ箇所にスプ

レーできます。④中性タイプなのでトイレの目地や金属などを腐食しません。 

５.食器洗浄機用液体洗浄剤「リキッドＰＬＨ」（22kg、12kg入り） 

カルシウムイオンなどを多量に含有している水（硬水）を用いざるをえないお客様向けの、無リンタイプの製品

で、さらに塩素系除菌剤を配合したものです。特長は①洗浄と同時に除菌ができ、洗浄機内も強力に除菌するため

不衛生なスライム（雑菌の塊）が発生しません。②洗浄機内のスケール発生を抑え、洗浄機の故障を低減します。

これら５つの製品はいずれも当社が得意とする界面活性剤、殺菌剤等の配合技術を生かしたものであり、既に使用

しているユーザーからはいずれも高い評価を得ております。 

(2）固形燃料関連製商品 

１.業務用固形燃料「カエン クイックエース２５」（40個一括包装入り×８段積み） 

外食店からの「初期火力の強いカエンがほしい」という要望に応えて、燃料の露出部を大きくし、鍋の温度上昇

を速くした改良タイプのカエンです（沸騰までの時間が約２分弱短縮）。 

２.業務用アルミ合金製品「ニューミニコンロ」 

平成17年に最近の旅行客ニーズに合わせた少量盛付（スモールポーション）用のアルミ合金製鍋（六角鍋・花冠

鍋）を開発し、好評をいただいております。これらの鍋の上品さに見合う新しい小型コンロを開発しました。特長

は、①瓢箪（ひょうたん）型の穴などの曲線デザインと相まって、柔らかい雰囲気を演出します。②六角鍋・花冠

鍋を載せたときの安定性が向上しました。③軽くて丈夫なアルミ合金に耐久性の高い焼付塗装を施しています。 



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、洗剤自動倉庫が新たに主要な設備となりました。その増加した設備の状況は、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。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1)当中間会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充についての重要な変更は

次のとおりであります。  

①びわ湖工場におけるボトル充てん設備増設の計画については、一部様式の変更を行ったことから計画の一部を

見直し、完了予定年月を平成18年11月から平成19年１月に変更いたしました。また、その資金調達方法を自己

資金及び銀行借入からリースに変更いたしました。 

(2)当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は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)当中間会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の除却等についての重要な変更はあり

ません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び  

構築物 
機械装置及び
運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

 びわ湖工場 

（滋賀県犬上郡多賀町） 

  

 洗剤自動倉庫増設 140,700 128,800 － － 269,500 － 

事業所名 所在地 設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 

完成後の増加能力 
総額 
（千円） 

既支払額 
（千円） 

着手 完了 

 本社  大阪市淀川区 
食器洗浄機メン
テナンス業務管
理システム 

75,000 －   自己資金 平成18.12 平成19.11 
食器洗浄機メンテ
ナンス管理業務の
効率化 



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】 

種     類 発行可能株式総数（株） 

普 通 株 式 16,900,000 

計 16,900,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数(株)
（平成18年11月30日） 

提出日現在発行数(株) 
（平成19年２月27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 5,943,052 5,943,052 
東京証券取引所 

（市場第二部） 

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 5,943,052 5,943,052 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成16年８月27日定時株主総会決議（及び平成16年11月12日取締役会決議） 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 2,666 2,646 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 293,260 291,060 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 1,422 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月１日 

至 平成20年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,422 

711 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた当社の取

締役及び監査役は退任後、新株予約権

の割当を受けた当社従業員は定年によ

る退職後及び会社都合による退職後も

権利行使できる。ただし、自己都合に

よる辞任または退職、解任または懲戒

解雇もしくは諭旨解雇による場合は、

新株予約権を行使することができな

い。 

② 新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は相続を認めない。 

③ 割り当てられた新株予約権個数の全

部または一部につき行使することがで

きる。ただし、一部を行使する場合に

は、割り当てられた新株予約権個数の

整数倍の単位で行使するものとする。 

④ その他の条件については、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約

権割当契約に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
  新株予約権を譲渡するときは、当社

取締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － －  



平成16年８月27日定時株主総会決議（及び平成17年８月19日取締役会決議） 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 55 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,500 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 1,273 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月１日 

至 平成20年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,273 

637 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた当社の取

締役及び監査役は退任後、新株予約権

の割当を受けた当社従業員は定年によ

る退職後及び会社都合による退職後も

権利行使できる。ただし、自己都合に

よる辞任または退職、解任または懲戒

解雇もしくは諭旨解雇による場合は、

新株予約権を行使することができな

い。 

② 新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は相続を認めない。 

③ 割り当てられた新株予約権個数の全

部または一部につき行使することがで

きる。ただし、一部を行使する場合に

は、割り当てられた新株予約権個数の

整数倍の単位で行使するものとする。 

④ 新株予約権行使日前日の東京証券取

引所における普通株式の終値が1,550円

以上でなければ、新株予約権を行使す

ることができない。 

⑤ その他の条件については、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約

権割当契約に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
  新株予約権を譲渡するときは、当社

取締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 －  － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式は、信託業務に係る株式であります。 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年６月１日～ 
－ 5,943,052 － 585,199 － 595,337 

 平成18年11月30日 

  平成18年11月30日現在

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（％） 

株式会社ナイスエージェンシー 大阪市淀川区新高一丁目８－10 1,200 20.20 

ニイタカ社員持株会 大阪市淀川区新高一丁目８－10 524 8.83 

森田 千里雄 神戸市東灘区 168 2.84 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８－11 145 2.45 

阪本薬品工業株式会社 大阪市中央区淡路町一丁目２－６ 110 1.87 

大日製罐株式会社 東京都千代田区外神田二丁目16－２ 110 1.87 

中西 徳美 大阪市城東区 100 1.68 

商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲二丁目10－17 85 1.44 

ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー
５０５０３０ 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

WORLD TRADE CENTER STRAWINSKYL AAN
1455 1077XX AMSTERDAM NETHERLAND 

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

82 1.39 

エイチエスビーシー バンク 
ピーエルシー アカウント ア
トランティス ジャパン グロ
ース ファンド 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店カストディ業務部） 

2 COPTHALL AVENUE, LONDON, EC2R 7DA UK

（東京都中央区日本橋三丁目１１－１） 

80 1.35 

計 － 2,610 43.92 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれておりますが、当該

株式の議決権24個は含まれておりません。 

②【自己株式等】 

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二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。 

  平成18年11月30日現在

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） 普通株式 37,300 － 

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 5,877,400 58,750 同上 

単元未満株式 普通株式 28,352 － 同上 

発行済株式総数 5,943,052 － － 

総株主の議決権 － 58,750 － 

  平成18年11月30日現在

所有者の氏名 
または名称 

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（％） 

株式会社ニイタカ 
大阪市淀川区新高 

一丁目8-10 
37,300 － 37,300 0.63 

計 － 37,300 － 37,300 0.63 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 1,298 1,360 1,215 1,255 1,157 1,139 

最低（円） 1,150 1,150 1,151 1,145 1,060 1,061 



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。 

(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６月１日から平成17年11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６月１日から平成18年11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６月１日から平成17年11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６月１日から平成17年11月30日まで）及び当中間会計期

間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）の中間財務諸表について、ペガサス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 

 平成18年６月１日をもって連結子会社㈱日本自洗機メンテナンス協会を吸収合併したため、当中間連結会計期間よ

り中間連結財務諸表を作成しておりません。 



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11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   1,900,020   1,449,312  

２．受取手形及び売掛金   2,253,520   2,214,499  

３．有価証券    99,950   99,950  

４．たな卸資産   521,641   508,756  

５．繰延税金資産   124,483   82,128  

６．その他   62,249   76,498  

貸倒引当金   △7,684   △7,491  

流動資産合計   4,954,181 50.0  4,423,654 45.0 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 
※1、
2 

1,548,885   1,492,905   

(2) 機械装置及び 
運搬具 

※1、
2 

467,197   424,599   

(3) 土地 ※２ 1,675,763   1,919,807   

(4) 建設仮勘定  2,974   135,602   

(5) その他 
※1、
2 

83,768 3,778,589  85,805 4,058,720  

２．無形固定資産   151,788   180,339  

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  488,987   606,563   

(2) 長期貸付金  13,046   12,658   

(3) 繰延税金資産  275,889   303,928   

(4) その他  339,051   343,852   

貸倒引当金  △93,392 1,023,582  △89,264 1,177,737  

固定資産合計   4,953,961 50.0  5,416,796 55.0 

資産合計   9,908,143 100.0  9,840,451 100.0 

        
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   781,685   751,337  

２．ファクタリング債務    1,265,736   1,241,137  

３．１年以内償還予定
社債 

   194,400   194,400  

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２  252,660   242,660  

５．未払法人税等   331,500   258,468  

６．未払消費税等   19,506   12,026  

７．その他   506,113   548,985  

流動負債合計   3,351,602 33.8  3,249,015 33.0 

Ⅱ 固定負債        

１．社債    404,000   306,800  

２．長期借入金 ※２  415,430   289,100  

３．退職給付引当金   608,414   638,612  

４．役員退職慰労引当金   110,565   114,700  

５．その他   22,412   23,414  

固定負債合計   1,560,821 15.8  1,372,626 14.0 

負債合計   4,912,424 49.6  4,621,642 47.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   585,199 5.9  － － 

Ⅱ 資本剰余金   595,337 6.0  － － 

Ⅲ 利益剰余金   3,831,117 38.7  － － 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   32,048 0.3  － － 

Ⅴ 自己株式   △47,984 △0.5  － － 

資本合計   4,995,718 50.4  － － 

負債及び資本合計   9,908,143 100.0  － － 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   － －  585,199 5.9 

２．資本剰余金   － －  595,337 6.1 

３．利益剰余金   － －  4,062,865 41.3 

４．自己株式   － －  △48,646 △0.5 

株主資本合計   － －  5,194,756 52.8 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評
価差額金   － －  24,052 0.2 

評価・換算差額等合
計   － －  24,052 0.2 

純資産合計   － －  5,218,808 53.0 

負債純資産合計   － －  9,840,451 100.0 

        



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   4,863,390 100.0  9,938,623 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,880,874 59.2  5,972,556 60.1 

売上総利益   1,982,516 40.8  3,966,066 39.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,530,694 31.5  3,089,040 31.1 

営業利益   451,822 9.3  877,026 8.8 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  258   3,020   

２．受取配当金  3,625   14,963   

３．業務代行手数料  1,902   3,804   

４．その他  4,602 10,388 0.2 9,371 31,159 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  10,175   18,254   

２．投資事業組合投資損
失  1,468   2,330   

３．その他  3,641 15,284 0.3 7,624 28,208 0.2 

経常利益   446,925 9.2  879,976 8.9 

Ⅵ 特別利益        

１．積立保険解約益  1,595   1,595   

２．受取保険金 ※２ 346,360   346,360   

３．固定資産売却益 ※３ 69   69   

４．レンタル資産売却益  14,962   14,962   

５．投資有価証券売却益  －   0   

６．貸倒引当金戻入益  2,589 365,577 7.5 4,292 367,280 3.7

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除売却損 ※４ 2,283   2,397   

２．投資有価証券売却損   200   200   

３．退職給付債務割引率
変更数理差異償却 

※５ 52,593   49,678   

４．社葬費用   40,890   40,890   

５．役員特別功労金   27,531 123,498 2.5 27,531 120,697 1.3

税金等調整前中間
（当期）純利益   689,004 14.2  1,126,560 11.3 

法人税、住民税及び
事業税  319,591   458,277   

法人税等調整額  △50,014 269,577 5.6 △30,141 428,136 4.3 

中間（当期）純利益   419,426 8.6  698,424 7.0 

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   595,337 

Ⅱ 資本剰余金中間期末残高   595,337 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,458,944 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間純利益  419,426 419,426 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  47,253 47,253

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   3,831,117 

    

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成17年５月31日 残高 585,199 595,337 3,458,944 △47,420 4,592,060 15,556 

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当     △94,504   △94,504   

当期純利益     698,424   698,424   

自己株式の取得       △1,225 △1,225   

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額) 
          8,495 

連結会計年度中の変動額合計 － － 603,920 △1,225 602,695 8,495 

平成18年５月31日 残高 585,199 595,337 4,062,865 △48,646 5,194,756 24,052 



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17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益  689,004 1,126,560 

減価償却費  157,932 328,701 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△）  127,756 157,955 

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△）  △95,455 △91,320 

前払年金費用の増減額 
（増加：△）  △50,565 △57,699 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  △7,434 △11,756 

長期前払費用の増減額 
（増加：△）  10,540 17,147 

受取利息及び受取配当金  △3,883 △17,984 

支払利息  10,175 18,254 

有形固定資産売却益  △69 △69 

有形固定資産除売却損  2,283 2,397 

投資有価証券売却益  － △0 

投資有価証券売却損  200 200 

投資事業組合投資損失  1,468 2,330 

レンタル資産売却益  △14,962 △14,962 

受取保険金  △346,360 △346,360 

積立保険解約益  △1,595 △1,595 

売上債権の増減額 
（増加：△）  △222,171 △183,150 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  △92,181 △79,295 

その他の流動資産の増減額 
（増加：△）  21,425 9,159 

破産更生債権等の増減額 
（増加：△）  6,350 10,390 

仕入債務の増減額 
（減少：△）  221,971 167,023 

未払金及び未払費用等の増減額 
（減少：△）  116,973 23,508 

未払消費税等の増減額 
（減少：△）  △2,962 △10,441 

その他の固定資産の増減額 
（増加：△）  622 △1,834 

その他の固定負債の増減額 
（減少：△）  1,662 2,663 

小計  530,725 1,049,822 

利息及び配当金の受取額  3,883 15,415 

利息の支払額  △9,975 △17,852 

法人税等の支払額  △233,676 △431,711 

営業活動によるキャッシュ・フロー  290,957 615,674 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △299,999 △482,011 

投資有価証券の償還による収入  99,950 99,950 

投資有価証券の売却による収入  10,000 60,022 

有形固定資産の取得による支出  △86,394 △389,911 

有形固定資産の売却による収入  2,219 2,219 

無形固定資産の取得による支出  △69,262 △122,571 

レンタル資産の売却による収入  249,968 249,968 

保険積立金の積立による支出  △8,522 △14,379 

保険積立金の解約による収入   4,190 4,190 

保険金の受取による収入  408,551 408,551 

貸付金の回収による収入  834 1,522 

投資活動によるキャッシュ・フロー  311,533 △182,449 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる純増減額 
（減少：△）   △200,000 △200,000 

長期借入金の返済による支出  △126,330 △262,660 

社債の償還による支出  △247,200 △344,400 

配当金の支払額  △47,253 △94,504 

自己株式の取得による支出  △563 △1,225 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △621,347 △902,789 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  
（減少：△）  △18,856 △469,565 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,818,877 1,818,877 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高  1,800,020 1,349,312 

    



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17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

 子会社は全て連結されており

ます。 

 連結子会社は、次のとおりで

あります。 

㈱日本自洗機メンテナンス協会

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の非連結子会社及び

関連会社はありません。 

同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。 

 連結子会社の事業年度の末日

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 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部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） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合等への

出資持分（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組

合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によ

っております。 

時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

 総平均法による原価法 

②たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法

を採用しております。 

 ただし、当社及び連結子会社

は平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）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。 

 建物及び構築物  ７年～50年 

 機械装置及び運搬具２年～７年 

(ロ)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 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づい

ております。 

②無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 (ハ)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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(ハ)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、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生してい

ると認められる額を、簡便法に

より計上しております。 

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、簡便法により計上

しております。 

 ③役員退職慰労引当金 

 当社役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく当

中間連結会計期間末における要

支給額を計上しております。 

③役員退職慰労引当金 

 当社役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末における要支給

額を計上しております。 

 (ニ)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。 

(ニ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ホ)その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

(ホ)その他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 

税抜方式によっております。 

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（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、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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より、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）

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） 

 当連結会計年度より、「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）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） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,218,808千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末まで、流動負債の「支払手形及び買掛金」

に含めて表示しておりました「設備関係支払手形」（当中間連結会

計期間末15,388千円、前中間連結会計期間末9,361千円）は、当中間

連結会計期間末から流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場合

と比べ、退職給付費用（特別損失）が

52,593千円増加し、税金等調整前中間純利

益が同額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、中間連結会計期間末時点

の退職給付債務（自己都合要支給額に比較

指数を乗じた金額）及び年金資産に基き計

算する簡便法を適用し、適格退職年金の財

政再計算の都度比較指数の見直しを行って

おります。 

 退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場合

と比べ、退職給付費用（特別損失）が

49,678千円増加し、税金等調整前当期純利

益が同額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、当連結会計年度末時点の

退職給付債務（自己都合要支給額に比較指

数を乗じた金額）及び年金資産に基き計算

する簡便法を適用し、適格退職年金の財政

再計算の都度比較指数の見直しを行ってお

ります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

6,566,679千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

6,708,826千円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）工場財団担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）工場財団担保資産 

建物及び構築物 1,127,693千円

機械装置及び運搬具 263,014千円

その他有形固定資産 12,994千円

土地 800,381千円

合計 2,204,084千円

建物及び構築物 1,086,147千円

機械装置及び運搬具 227,732千円

その他有形固定資産 25,075千円

土地 800,381千円

合計 2,139,336千円

上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 327,190千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 276,360千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

(2)担保提供資産 (2）担保提供資産 

建物及び構築物 245,699千円

機械装置及び運搬具 192,368千円

土地 473,499千円

合計 911,567千円

建物及び構築物 236,717千円

機械装置及び運搬具 185,836千円

土地 473,499千円

合計 896,054千円

上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 194,000千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 148,400千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

 ３．当座貸越契約  ３．当座貸越契約 

 当社及び連結子会社（㈱日本自洗機メ

ンテナンス協会）は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４行と当座貸

越契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 当社及び連結子会社（㈱日本自洗機メ

ンテナンス協会）は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４行と当座貸

越契約を締結しております。これら契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 1,400百万円

借入実行残高   － 百万円

差引額 1,400百万円

当座貸越極度額 1,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,400百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬及び従業員給

与手当等 
516,036千円

販売促進費 28,709千円

見本費 37,053千円

運賃 310,091千円

旅費交通費 34,856千円

通信費 26,404千円

業務委託手数料 56,897千円

研究開発費 112,853千円

メンテナンス外注費 152,976千円

減価償却費 44,266千円

役員報酬及び従業員給

与手当等 
1,010,257千円

販売促進費 61,395千円

見本費 79,622千円

運賃 625,569千円

旅費交通費 73,289千円

通信費 52,182千円

業務委託手数料 134,036千円

研究開発費 226,332千円

メンテナンス外注費 311,747千円

減価償却費 95,353千円

※２．平成17年８月に逝去いたしました、代

表取締役会長中西五男に関する死亡保

険金の受取によるものであります。  

※２．       同左 

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 69千円

合計 69千円

機械装置及び運搬具 69千円

合計 69千円

※４．固定資産除売却損の内訳 ※４．固定資産除売却損の内訳 

固定資産除却損 固定資産除却損 

機械装置及び運搬具 272千円

その他 1,040千円

合計 1,313千円

機械装置及び運搬具 375千円

その他 1,052千円

合計 1,427千円

固定資産売却損 固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 969千円

合計 969千円

機械装置及び運搬具 969千円

合計 969千円

※５．退職給付債務の見込額算定にあたり、

原則法に基く退職給付債務の額と自己

都合要支給額との比較指数の見直しを

実施し、比較指数算定の基礎となる原

則法の割引率を3.5％から2.5％へ変更

したことによる損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の

都度比較指数の見直しを行っておりま

す。  

※５．      同左 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加960株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金の支払 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,943,052 － － 5,943,052 

合計 5,943,052 － － 5,943,052 

自己株式     

普通株式（注） 36,315 960 － 37,275 

合計 36,315 960 － 37,275 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年８月25日 

定時株主総会 
普通株式 47,253 8.00 平成17年５月31日 平成17年８月26日 

平成18年１月16日 

取締役会 
普通株式 47,250 8.00 平成17年11月30日 平成18年２月16日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式 47,246 利益剰余金 8.00 平成18年５月31日 平成18年８月28日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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11月30日現在） （平成18年５月31日現在） 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,900,020

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,000

現金及び現金同等物 1,800,020

 （千円）

現金及び預金勘定 1,449,312

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,000

現金及び現金同等物 1,349,312



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装置及
び運搬具 

306,895 160,582 146,313 

有形固定資
産(その他) 

156,303 92,400 63,902 

合計 463,198 252,982 210,215 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及
び運搬具 

305,227 187,088 118,139

有形固定資
産(その他) 

158,626 100,133 58,492

合計 463,853 287,221 176,631

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 71,416千円

１年超 138,799千円

合計 210,215千円

１年内 72,160千円

１年超 104,471千円

合計 176,631千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 38,964千円

減価償却費相当額 38,964千円

支払リース料 74,085千円

減価償却費相当額 74,085千円

（注）リース取引契約の中に、一部前払形式

によるものがあり、上記支払リース料

には、前払費用からの振替額を含んで

おります。 

（注）      同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（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。  

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成17年11月30日現在） 

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の内容 

 （注） 割引債券（商工中金）99,950千円、投資事業組合出資金23,531千円 

（前連結会計年度末）（平成18年５月31日現在） 

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の内容 

 （注） 割引債券（商工中金）99,950千円、投資事業組合出資金47,669千円 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 168,684 220,340 51,656 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 100,000 97,330 △2,670 

(3）その他 60,171 65,504 5,333 

合計 328,856 383,175 54,319 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 123,481 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 175,146 224,296 49,149 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 200,000 195,190 △4,810 

(3）その他 60,700 57,127 △3,572 

合計 435,846 476,613 40,767 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 147,619 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日現在） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度末（平成18年５月31日現在） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 



（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６月１日 至 平成17年11月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日）において、当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業の単一セ

グメントのため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

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

（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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額    845円83銭

１株当たり中間純利益金額   71円01銭

１株当たり純資産額 883円68銭

１株当たり当期純利益金額 118円25銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有している

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

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年１月20日をもって普通株

式１株につき1.1株に分割しております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間連結会計期間における１株当た

り情報は以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 743.08円 

１株当たり中間純利益金額 42.62円 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 419,426 698,424 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 419,426 698,424 

期中平均株式数（株） 5,906,480 5,906,235 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,741

個、普通株式が301,510株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株）  

 旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権 

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,701

個、普通株式が297,110株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株）。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 



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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  1,799,560   784,459   1,366,721   

２．受取手形   723,853   851,039   789,923   

３．売掛金  1,514,797   1,765,359   1,408,628   

４．有価証券  99,950   －   99,950   

５．たな卸資産  520,752   538,187   508,085   

６．短期貸付金  300   －   －   

７．繰延税金資産  124,002   118,442   81,140   

８．その他 ※３ 34,368   75,977   47,769   

貸倒引当金  △7,623   △8,919   △7,491   

流動資産合計   4,809,962 49.6  4,124,545 40.0  4,294,729 44.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物 
※1、
2 

1,498,944   1,527,974   1,443,812   

(2) 機械装置 
※1、
2 

457,120   507,732   415,086   

(3) 土地 ※２ 1,675,763   1,919,807   1,919,807   

(4) 建設仮勘定  2,974   703,459   135,602   

(5) その他 
※1、
2 

143,787   136,356   144,411   

有形固定資産合計  3,778,589   4,795,330   4,058,720   

２．無形固定資産  151,788   185,136   180,339   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  488,987   625,021   606,563   

(2) 関係会社株式  10,000   －   10,000   

(3) 保険積立金  43,311   55,398   49,168   

(4) 前払年金費用  50,565   57,323   57,699   

(5) 破産更生債権等  93,174   86,090   89,395   

(6) 繰延税金資産  275,806   312,108   303,928   

(7) その他  80,823   160,491   82,802   

貸倒引当金  △92,985   △85,993   △89,264   

投資その他の資産
合計  949,682   1,210,439   1,110,292   

固定資産合計   4,880,060 50.4  6,190,906 60.0  5,349,352 55.5 

資産合計   9,690,023 100.0  10,315,452 100.0  9,644,081 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  274,119   357,475   305,390   

２．買掛金  499,495   598,481   439,238   

３．ファクタリング
債務 

  1,265,736   1,399,991   1,241,137   

４．１年以内償還予定
社債 

  194,400   194,400   194,400   

５．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 192,860   201,410   202,860   

６．未払金  191,638   237,740   202,307   

７．未払費用  297,330   312,435   200,152   

８．未払法人税等  325,000   201,500   247,000   

９．その他 ※３ 40,141   199,497   155,866   

流動負債合計   3,280,722 33.8  3,702,930 35.9  3,188,353 33.0 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   404,000   209,600   306,800   

２．長期借入金 ※２ 328,330   214,020   221,900   

３．退職給付引当金  608,414   656,553   638,612   

４．役員退職慰労 
引当金  110,565   117,679   114,700   

５．その他  8,935   24,736   9,281   

固定負債合計   1,460,245 15.1  1,222,589 11.8  1,291,294 13.4 

負債合計   4,740,967 48.9  4,925,519 47.7  4,479,648 46.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   585,199 6.0  － －  － － 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  595,337   －   －   

資本剰余金合計   595,337 6.2  － －  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  24,873   －   －   

２．任意積立金  2,022,123   －   －   

３．中間（当期）未
処分利益  1,737,458   －   －   

利益剰余金合計   3,784,455 39.1  － －  － － 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   32,048 0.3  － －  － － 

Ⅴ 自己株式   △47,984 △0.5  － －  － － 

資本合計   4,949,055 51.1  － －  － － 

負債及び資本合計   9,690,023 100.0  － －  － － 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  585,199 5.7  585,199 6.1 

２．資本剰余金            

資本準備金   －   595,337   595,337   

資本剰余金合計    － －  595,337 5.8  595,337 6.2 

３．利益剰余金            

(1）利益準備金   －   24,873   24,873   

(2）その他利益剰余
金 

              

特別償却準備金   －   1,099   2,198   

別途積立金   －   2,000,000   2,000,000   

繰越利益剰余金   －   2,208,886   1,981,418   

利益剰余金合計    － －  4,234,858 41.1  4,008,489 41.5 

４．自己株式    － －  △48,780 △0.5  △48,646 △0.5 

株主資本合計    － －  5,366,614 52.1  5,140,380 53.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

その他有価証券 
評価差額金 

   － －  23,318 0.2  24,052 0.3 

評価・換算差額等 
合計 

   － －  23,318 0.2  24,052 0.3 

純資産合計    － －  5,389,932 52.3  5,164,433 53.6 

負債純資産合計    － －  10,315,452 100.0  9,644,081 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   4,829,878 100.0  5,542,305 100.0  9,873,899 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,858,219 59.2  3,429,676 61.9  5,928,648 60.0 

売上総利益   1,971,659 40.8  2,112,629 38.1  3,945,251 40.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,540,641 31.9  1,751,118 31.6  3,109,668 31.5 

営業利益   431,017 8.9  361,510 6.5  835,582 8.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  17,168 0.4  19,133 0.3  44,446 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,457 0.3  7,545 0.1  24,508 0.2 

経常利益   434,728 9.0  373,098 6.7  855,520 8.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  350,615 7.3  55,428 1.0  352,318 3.5 

Ⅶ 特別損失 ※４  123,498 2.6  4,100 0.0  120,697 1.2 

税引前中間（当
期）純利益   661,845 13.7  424,426 7.7  1,087,142 11.0 

法人税、住民税及
び事業税  313,091   194,794   446,808   

法人税等調整額  △49,948 263,143 5.4 △43,983 150,811 2.8 △29,652 417,155 4.2 

中間（当期）純利益   398,701 8.3  273,614 4.9  669,986 6.8 

前期繰越利益   1,338,756   －   －  

中間（当期）未処
分利益   1,737,458   －   －  

           



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６月１日 至平成18年11月30日） (単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換
算差額等

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金資本 

準備金 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 
  

利益 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

平成18年５月31日  

残高 
585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052 

中間会計期間中の 

変動額 
          

剰余金の配当           △47,246 △47,246   △47,246   

特別償却準備金の 

取崩 
      △1,099   1,099 －   －   

中間純利益           273,614 273,614   273,614   

自己株式の取得               △134 △134   

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額 

（純額） 

                  △734 

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － △1,099 － 227,468 226,368 △134 226,234 △734 

平成18年11月30日  

残高 
585,199 595,337 24,873 1,099 2,000,000 2,208,886 4,234,858 △48,780 5,366,614 23,318 

前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） (単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換
算差額等

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金資本 

準備金
利益 
準備金 

その他利益剰余金 
  

利益 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金  

繰越 
利益 
剰余金 

平成17年５月31日 

残高 
585,199 595,337 24,873 62,295 2,000,000 1,345,838 3,433,007 △47,420 4,566,123 15,556 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当           △94,504 △94,504   △94,504   

当期純利益           669,986 669,986   669,986   

特別償却準備金の 

取崩（当期） 
      △19,924   19,924 －   －   

特別償却準備金の 

取崩（前期） 
      △40,171   40,171 －   －   

自己株式の取得               △1,225 △1,225   

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

                  8,495 

事業年度中の変動額 

合計 
－ － － △60,096 － 635,579 575,482 △1,225 574,257 8,495 

平成18年５月31日 

残高 
585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  424,426 

減価償却費  157,128 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△）  17,940 

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△）  2,979 

前払年金費用の増減額 
（増加：△）  376 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  △1,841 

長期前払費用の増減額 
（増加：△）  △6,140 

受取利息及び受取配当金  △8,356 

支払利息  6,425 

有形固定資産除売却損  1,700 

無形固定資産除却損  70 

投資事業組合投資利益  △3,623 

抱合せ株式消滅差益  △54,375 

売上債権の増減額 
（増加：△）  △401,899 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  △29,431 

その他の流動資産の増減額 
（増加：△）  58 

破産更生債権等の増減額 
（増加：△）  3,451 

仕入債務の増減額 
（減少：△）  363,471 

未払金及び未払費用等の増減額 
（減少：△）  106,424 

未払消費税等の増減額 
（減少：△）  △12,026 

その他の固定資産の増減額 
（増加：△）  5,358 

その他の固定負債の増減額 
（減少：△）  1,322 

小計  573,440 

利息及び配当金の受取額  8,587 

利息の支払額  △6,270 

法人税等の支払額  △251,022 

営業活動によるキャッシュ・フロー  324,735 

 



  
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出  △16,079 

有価証券の償還による収入  99,950 

有形固定資産の取得による支出  △747,013 

無形固定資産の取得による支出  △59,695 

保険積立金の積立による支出  △6,230 

貸付金の回収による収入  392 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △728,677 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △116,330 

社債の償還による支出  △97,200 

配当金の支払額  △47,246 

自己株式の取得による支出  △134 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △260,910 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  
（減少：△）  △664,852 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,266,721 

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加額  82,590 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  684,459 

   



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17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）子会社株式 

 総平均法による原価法 

───── 

  

(1)子会社株式 

 総平均法による原価法 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

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） 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は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 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合等への

出資持分（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組

合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によ

っております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (3）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物      ７年～50年 

構築物     ７年～50年 

機械装置    ５年～７年 

車両運搬具   ２年～５年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づいており

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(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

当中間会計期間末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を、

簡便法により計上しております。 

(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、簡便法

により計上しております。 

 (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

─────  手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

───── 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

    

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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）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） 

当事業年度より、「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）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） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,389,932千円であります。 

なお、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貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,164,433千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

───── （企業結合に係る会計基準） 

当中間会計期間から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 

これにより、特別利益として抱合せ株式

消滅差益54,375千円計上しております。 

  

───── 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末まで、流動負債の「支払手形」に含めて表示し

ておりました「設備関係支払手形」（当中間会計期間末15,388千

円、前中間会計期間末9,361千円）は、当中間会計期間末から流動負

債の「その他」に含めて表示しております。 

──────── 

    

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合と比べ、退職給付費用（特別損失）が

52,593千円増加し、税引前中間純利益が同

額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、中間会計期間末時点の退

職給付債務（自己都合要支給額に比較指数

を乗じた金額）及び年金資産に基き計算す

る簡便法を適用し、適格退職年金の財政再

計算の都度比較指数の見直しを行っており

ます。 

───── 退職給付債務の見込額算定にあたり、原

則法に基く退職給付債務の額と自己都合要

支給額との比較指数の見直しを実施し、比

較指数算定の基礎となる原則法による退職

給付債務の割引率を3.5％から2.5％に変更

しました。この変更は、比較指数の見直し

によってより合理的な算定を行うためであ

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合と比べ、退職給付費用（特別損失）が

49,678千円増加し、税引前当期純利益が同

額減少しております。 

 なお、退職給付引当金は、原則法に基く

退職給付債務の額と自己都合要支給額との

比較指数を求め、当事業年度末時点の退職

給付債務（自己都合要支給額に比較指数を

乗じた金額）及び年金資産に基き計算する

簡便法を適用し、適格退職年金の財政再計

算の都度比較指数の見直しを行っておりま

す。 

    



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         6,566,679千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

        6,809,168千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

6,708,826千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1)工場財団担保資産 

建物 1,090,982千円

機械装置 263,014千円

その他 49,705千円

土地 800,381千円

合計 2,204,084千円

建物 1,146,545千円

機械装置 331,732千円

その他 55,858千円

土地 800,381千円

合計 2,334,517千円

建物 1,049,794千円

機械装置 227,732千円

その他 61,428千円

土地 800,381千円

合計  2,139,336千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 327,190千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 225,530千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

長期借入金 276,360千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

(2)担保提供資産 (2)      ───── (2)担保提供資産 

建物 245,699千円

機械装置 192,368千円

土地 473,499千円

合計 911,567千円

 建物 236,717千円

機械装置 185,836千円

土地 473,499千円

合計 896,054千円

上記に対する債務  上記に対する債務 

長期借入金 194,000千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

 長期借入金 148,400千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税は、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。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．     ───── 

 ４．偶発債務 

債務保証 

 関係会社 ㈱日本自洗機メンテナン

ス協会の借入債務等153,591千円につ

いて、当社が債務保証を行っておりま

す。 

 ４．          ─────  ４．偶発債務 

債務保証 

 関係会社 ㈱日本自洗機メンテナン

ス協会の借入債務等112,714千円につ

いて、当社が債務保証を行っておりま

す。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 ５．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額 1,300百万円

借入実行残高 －百万円

差引額   1,300百万円

当座貸越極度額 1,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額  1,500百万円

当座貸越極度額 1,300百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,300百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    470千円

受取配当金     3,625千円

業務代行手数料      9,702千円

その他      3,369千円

受取利息 4,446千円

受取配当金     3,909千円

業務代行手数料      1,902千円

投資事業組合投資利益      3,623千円

その他      5,251千円

受取利息 3,232千円

受取配当金 14,963千円

業務代行手数料 19,404千円

その他 6,846千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      8,477千円

投資事業組合投資損失     1,468千円

その他      3,511千円

支払利息      6,425千円

その他     1,119千円

支払利息 15,277千円

投資事業組合投資損失 2,330千円

その他 6,900千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   2,589千円

固定資産売却益 69千円

積立保険解約益   1,595千円

受取保険金   346,360千円

貸倒引当金戻入益   1,053千円

抱合せ株式消滅差益 54,375千円

   

   

積立保険解約益   1,595千円

受取保険金 346,360千円

固定資産売却益 69千円

貸倒引当金戻入益 4,292千円

 なお、受取保険金は、平成17年８月に逝

去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

   なお、受取保険金は、平成17年８月に逝

去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除売却損    2,283千円

社葬費用    40,890千円

役員特別功労金    27,531千円

投資有価証券売却損 200千円

退職給付債務割引率 

変更数理差異償却 
   52,593千円

固定資産除売却損   1,770千円

リース解約損    2,329千円

   

   

  
 

固定資産除売却損 2,397千円 

投資有価証券売却損 200千円 

退職給付債務割引率 

変更数理差異償却 
49,678千円 

社葬費用 40,890千円 

役員特別功労金 27,531千円 

 なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあた

り、原則法に基く退職給付債務の額と自己

都合要支給額との比較指数の見直しを実施

し、比較指数算定の基礎となる原則法の割

引率を3.5％から2.5％へ変更したことによ

る損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

  なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあた

り、原則法に基く退職給付債務の額と自己

都合要支給額との比較指数の見直しを実施

し、比較指数算定の基礎となる原則法の割

引率を3.5％から2.5％へ変更したことによ

る損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産    137,890千円

無形固定資産     20,042千円

有形固定資産   132,209千円

無形固定資産     24,918千円

有形固定資産 282,203千円

無形固定資産 46,497千円



（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６月１日 至 平成18年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加110株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加960株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,943,052 － － 5,943,052 

合計 5,943,052 － － 5,943,052 

自己株式     

普通株式（注） 37,275 110 － 37,385 

合計 37,275 110 － 37,385 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式 47,246 8.00 平成18年５月31日 平成18年８月28日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月28日 

取締役会 
普通株式 47,245  利益剰余金 8.00 平成18年11月30日 平成19年２月16日

  
前事業年度末株式数

(株) 

当期増加株式数 

(株) 

当期減少株式数 

(株) 

当事業年度末株式数

(株) 

自己株式     

普通株式  (注) 36,315 960 － 37,275 

合計 36,315 960 － 37,275 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30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18年11月30日現在） 

 （千円）

現金及び預金勘定 784,459

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,000

現金及び現金同等物 684,459



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装置 306,895 160,582 146,313 

合計 306,895 160,582 146,313 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

機械装置 305,227 213,486 91,741

有形固定資
産(その他) 

127,193 71,537 55,655

合計 432,421 285,023 147,397

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置 305,227 187,088 118,139

合計 305,227 187,088 118,139

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 53,444千円

１年超 92,868千円

合計 146,313千円

１年内 111,504千円

１年超 35,892千円

合計 147,397千円

１年内 52,796千円

１年超 65,343千円

合計 118,139千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 26,722千円

減価償却費相当額 26,722千円

（注）リース取引契約の中に、一部前払形式

によるものがあり、上記支払リース料

には、前払費用からの振替額を含んで

おります。 

支払リース料 35,634千円

減価償却費相当額 35,634千円

支払リース料 53,228千円

減価償却費相当額 53,228千円

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、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（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。  

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

      



（有価証券関係） 

 前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

（当中間会計期間末）（平成18年11月30日現在） 

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の内容 

 （注） 投資事業組合出資金 51,292千円 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 180,218 223,926 43,708 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 200,000 198,060 △1,940 

(3）その他 71,707 69,461 △2,246 

合計 451,925 491,448 39,522 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 51,292 



（企業結合等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 

名称 株式会社ニイタカ（当社） 

事業の内容 業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤及び固形燃料等の製造・仕入・販売 

② 被結合企業 

名称 株式会社日本自洗機メンテナンス協会（連結子会社） 

事業の内容 自動食器洗浄機のメンテナンス・サービス、厨房関連機器のレンタル及び販売 

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

 当社を存続会社、株式会社日本自洗機メンテナンス協会を消滅会社とする吸収合併方式であり、結合後企

業の名称は株式会社ニイタカであります。なお、当社は、株式会社日本自洗機メンテナンス協会の全株式を

保有しているため、合併による新株式の発行、資本の増加及び合併交付金の支払は行っておりません。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

 当社は合併による経営効率の向上を図るとともに、食器洗浄機用洗浄剤事業のさらなる発展を目指し、経

営資源の投入等を容易かつ柔軟にすることを目的として、平成18年６月１日を合併期日とし、株式会社日本

自洗機メンテナンス協会と合併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

 当社が株式会社日本自洗機メンテナンス協会から受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適

正な帳簿価格により計上しております。また、子会社株式の帳簿価格と合併に伴う株主資本の増加額との差

額は、中間損益計算書上の特別利益として抱合せ株式消滅差益54,375千円を計上しております。 



（１株当たり情報） 

 前中間会計期間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。 

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

（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 912円67銭

１株当たり中間純利益金額 46円33銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 874円47銭

１株当たり当期純利益金額 113円44銭

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 273,614 669,986 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 273,614 669,986 

期中平均株式数（株） 5,905,710 5,906,235 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

  旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権   

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,666

個、普通株式が293,260株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株） 

 旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約

権   

 平成16年11月12日臨時取締役

会決議（新株予約権の数2,701

個、普通株式が297,110株） 

 平成17年８月19日臨時取締役

会決議（新株予約権の数55個、

普通株式が5,500株） 

      

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 

      



(2）【その他】 

平成18年12月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額 ・・・・・・47,245千円 

(ロ）１株当たりの金額      ・・・・・・８円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成19年２月16日 

（注）平成18年11月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いま

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44期）（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）平成18年８月28日近畿財務局長に提出。 

(２)有価証券報告書の訂正報告書  

平成18年８月29日近畿財務局長に提出 

 平成18年８月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年８月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(３)臨時報告書  

平成18年８月４日近畿財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(４)臨時報告書の訂正報告書 

平成18年８月７日近畿財務局長に提出 

 平成18年８月４日提出の臨時報告書（主要株主の異動）に係る訂正報告書であります。 

(５)自己株券買付状況報告書  

(６)自己株券買付状況報告書の訂正報告書 

平成18年９月12日近畿財務局長に提出 

 平成18年９月６日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成17年11月10日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成17年11月14日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成17年12月12日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年１月13日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年２月10日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年３月８日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年４月５日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年５月10日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年６月12日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年７月13日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月18日近畿財務局長に提出 

 平成18年９月６日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年12月20日近畿財務局長に提出 

 平成18年８月10日提出の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であります。 

報告期間 

報告期間 

報告期間 

報告期間 

（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月12日近畿財務局長に提出 

（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）平成18年７月13日近畿財務局長に提出 

（自 平成18年７月１日 至 平成18年７月31日）平成18年８月10日近畿財務局長に提出 

（自 平成18年８月１日 至 平成18年８月31日）平成18年９月６日近畿財務局長に提出 



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18年２月20日

株式会社ニイタカ   

 取締役会 御中  

 ペガサス監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 安原 誠吾  印 

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 手塚 吉郎  印 

     

 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

社ニイタカの平成17年６月１日から平成18年５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６月１日から平

成17年11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、株式会社ニイタカ及び連結子会社の平成17年11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６月１日から平成17年11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 

 （注）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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



当期より連結財務諸表を作成していないため、連結財務諸表についての監査報告書はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 
 

  平成18年２月20日

株式会社ニイタカ   

 取締役会 御中  

 ペガサス監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 安原 誠吾  印 

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 手塚 吉郎  印 

     

 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

社ニイタカの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成17年６月１日から平成

17年11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、株式会社ニイタカの平成17年11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６月１日か

ら平成17年11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 

 （注） 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19年２月22日

株式会社ニイタカ   

 取締役会 御中  

 ペガサス監査法人  

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 安原 誠吾  印 

 
代表社員
業務執行社員 

 公認会計士 手塚 吉郎  印 

     

 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

社ニイタカの平成18年6月1日から平成19年5月31日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成18年6月1日から平成18年

11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、中間株主資本等変動計算書及び中間

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、株式会社ニイタカの平成18年11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会計期間（平成18年6月1日か

ら平成18年11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。

追記情報 

  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から「企業結合に係

る会計基準」（平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準7号 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）

を適用している。 

 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 

 （注） 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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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