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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61期

当第２四半期
連結累計期間

第61期
当第２四半期
連結会計期間

第60期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 13,578 6,355 28,927

経常利益 (百万円) 342 101 566

四半期(当期)純利益 (百万円) 266 85 477

純資産額 (百万円) ― 17,609 17,524

総資産額 (百万円) ― 28,917 29,376

１株当たり純資産額 (円) ― 1,105.68 1,098.65

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 17.13 5.53 31.17

自己資本比率 (％) ― 59.4 58.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △320 ― 4,622

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 494 ― △4,864

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △91 ― 71

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 576 498

従業員数 (人) ― 521 564

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

　　 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　平成20年９月30日現在

従業員数(人) 521

(注) 従業員数は就業人員数であり、出向及び臨時従業員はおりません。

　

(2) 提出会社の状況

　平成20年９月30日現在

従業員数(人) 24

(注) 従業員数は就業人員数であり、出向及び臨時従業員はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入、成約及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

電気機器等の製造販売事業 5,216

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 613

不動産開発及び賃貸管理等事業 ―

合計 5,830

(注) １　金額は仕入価格をもって表示しており、セグメント間取引については相殺消去しております。
２　仕入高のうち電気機器等は、当社の設計又は仕様等による製品の、生産体制の一環しとて位置づけている製造
委託先からの仕入高であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 成約状況

当第２四半期連結会計期間における成約状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 成約高(百万円) 成約残高(百万円)

電気機器等の製造販売事業 4,894 3,835

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 500 ―

不動産開発及び賃貸管理等事業 146 ―

合計 5,541 3,835

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　成約残高は第２四半期末の為替相場によって算出しております。なお、為替換算差額は成約高で調整しており

ます。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

電気機器等の製造販売事業 5,423

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 785

不動産開発及び賃貸管理等事業 146

合計 6,355

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先 金額(百万円) 総販売実績に対する割合(％)

ハムフォード　オーバー
シーズ　ＬＴＤ.

4,163 65.5

カルダー　トレーディング　
ＬＴＤ.

955 15.0

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。 

 

（1）業績の状況 

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した

金融市場の混乱や原材料等一次産品が一段と高騰し、企業収益の減少など実体経済にも影響を与え、景気

の後退感は一層強まってまいりました。 

　このような状況にあって当社グループは、電気機器部門では市場ニーズに対応した商品戦略を展開し、

中国事業においては、原材料の高騰に対応して付加価値の高い事業への転換を進めております。また、本

年６月に食品販売企業との業務提携により、食品事業に参入し、事業の多角化を進めております。 

　この結果、当四半期連結会計期間の売上高は、6,355百万円となり、利益面では営業利益182百万円、経常

利益101百万円、四半期純利益85百万円となりました。 
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事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①電気機器等の製造販売事業 

　当事業は、主力製品であるカラーテレビを全面的に薄型液晶テレビに切り替える一方、原材料の高騰に

伴う利益率の低いその他の製品については、取扱高を減少させるなど市場ニーズに対応した営業戦略を

展開しております。この結果、当事業の売上高は、5,423百万円を計上いたしました。 

②物資等、医薬品・医療器具等の販売事業 

　当事業は、医薬品等の販売事業で日本の医薬メーカーなどの販売代理店として販売業務が始まり、更に

現地の医薬メーカーとの業務提携による販売流通業務への参入など業務を拡大しております。また、金属

加工部門では、付加価値の高い医療機器の精密板金加工品への比重を高め不採算なプレス加工品の縮小

を進めております。 

　この結果、当事業の売上高は、785百万円を計上いたしました。 

③不動産開発及び賃貸管理等事業 

　当事業は、賃貸管理部門が安定した事業を展開し、売上高は146百万円を計上いたしました。開発部門で

は、中国深セン市に保有する土地（136千平方メートル）について地元深セン市政府との間で再開発事業

の計画を進めております。

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、576百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金は、154百万円増加いたしましたが、これは主に

売掛金の期日前決済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） 

　当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金は、32百万円増加いたしましたが、これは主に

貸付金の回収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） 

　当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金は、59百万円減少いたしましたが、これは主に

借入金の返済によるものであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　　　　 

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ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）研究開発活動 

　該当事項はありません。
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（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

　当社グループを取り巻く事業環境は、電気機器等の製造販売事業においては原材料の高騰や製造コスト

の上昇が更に進行し、更に景気の後退による消費者の購買意欲の減退により、営業面での競争激化と企業

収益への圧迫が想定されます。 

　また、金融市場の混乱は、当社グループの重点的な投資先である中国市場にも影響を及ぼし加えて人件

費の上昇が進み企業業績への影響が懸念されます。 

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえ電気機器等においては、引き続き新製品の開発

に注力すると共にコスト削減により市場競争力を高める一方で、利益率の低い製品の製造を減少するな

ど抜本的な対応を行ってまいります。 

　また中国事業では、医薬品等の販売事業において日本の医薬メーカーの代理店獲得と、新たに成長の確

実な健康食品の取り扱いなど早期の立ち上げの目途が付き、金属加工事業においては、医療機器等の精密

板金加工への切り替えが完了することから今後、収益の向上が見込める段階に進んでおります。 

　

（6）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、グループを取り巻く世界的な経済状況と事業環境を、最新情報の分析と今後

の予測により、敏速且つ的確に経営戦略に反映し事業の発展に邁進しております。

  当社グループは、海外では変動の激しい電機業界並びに医薬・医療業界において適切且つ柔軟な戦略

を以て販売市場の拡大と販売網の充実を図り、国内においては新規事業の有機（オーガニック）食品事

業の早期の立ち上げにより、業績の向上と利益の確保を目指す所存でおります。 
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第３【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

第１四半期連結会計期間末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 41,000,000

計 41,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,542,17615,542,176

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

―

計 15,542,17615,542,176― ―

(注)　発行済株式のうち、11,863,000株は現物出資（借入金の株式化15,697百万円）により発行されたものであります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年９月30日 ― 15,542 ― 8,164 ― 7,848
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９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(％)

株式会社クラウンユナイテッド 東京都大田区大森北1丁目23番1号 3,311 21.30

皇冠貿易(香港)有限公司
(常任代理人㈱みずほコーポレー
ト銀行兜町証券決済業務室)

Whitfield Road,Causeway Bay, Hong Kong
 (中央区日本橋兜町6番7号)

2,070 13.31

キロ パワー リミテッド
(常任代理人ネットトラスト㈱)

P.O.Box 116 Road Town, Tortola, British
Virgin Islands 
(八王子市八日町2番23-905号)

1,100 7.07

ニュー プレッジ インベストメ
ント リミテッド
(常任代理人香港上海銀行東京支
店)

P.O.Box 957,Offshore Incorporations
center, Road Town Tortola, B.V.I.
(中央区日本橋3丁目11番1号)

1,000 6.43

マックスインベスト リミテッド
(常任代理人㈱みずほコーポレー
ト銀行兜町証券決済業務室)

P.O.Box N-4875 Nassau, Bahamas
(中央区日本橋兜町6番7号)

1,000 6.43

スイフトアセット　グループ
リミテッド
(常任代理人フォーシーズン㈱)

P.O.Box 957,Offshore Incorporations
center, Road Town Tortola, B.V.I.
(荒川区南千住八丁目51番1号)

959 6.17

アトランティツク　ジャンボ　
リミテッド
(常任代理人香港上海銀行東京支
店)

Road Town Tortola, B.V.I.
(中央区日本橋3丁目11番1号)

734 4.72

サイノ ブライト リミテッド
(常任代理人ネットトラスト㈱)

The Creque Building 216 
Main Street, Road Town, Tortola B.V.I.
(八王子市八日町2番23)

530 3.41

ハムフォード オーバーシーズ
リミテッド
(常任代理人ネットトラスト㈱)

80 Broad Street, City of Monrovia,
County of Montserrado, Republic of
Liberia　(八王子市八日町2番23)

520 3.34

フオーチューン　スプライト　
ホールディングス　ミテッド
(常任代理人ネットトラスト㈱)

RM904-8, 9/F Kai Tak Comercial BLDS,
317-9 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
(八王子市八日町2番23-905号)

500 3.21

計 ― 11,724 75.44

　

　

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９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)
(自己保有株式)
普通株式 6,500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,524,400 155,244 ―

単元未満株式 普通株式 11,276 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 15,542,176― ―

総株主の議決権 ― 155,244 ―

(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6,500株(議決権65個)含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数65個が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

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)
宮越商事株式会社

東京都大田区大森北
１丁目23番１号

6,500 ― 6,500 0.04

計 ― 6,500 ― 6,500 0.04

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 940 945 848 762 780 725

最低(円) 880 790 760 663 620 425

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用して

おります。

　

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士廣田潤及び公認会計士古寺隆両氏により四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（1）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 576 498

売掛金 7,366 6,949

たな卸資産 ※２
 128

※２
 125

短期貸付金 5,083 6,479

未収入金 3,464 6,028

その他 10 2

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 16,615 20,068

固定資産

有形固定資産 ※１
 467

※１
 547

無形固定資産

のれん 2,351 2,422

その他 1,652 1,787

無形固定資産合計 4,003 4,209

投資その他の資産

長期貸付金 7,630 4,339

その他 202 213

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 7,831 4,551

固定資産合計 12,302 9,308

資産合計 28,917 29,376

負債の部

流動負債

買掛金 1,866 2,512

短期借入金 209 192

未払法人税等 61 50

引当金 3 6

その他 723 563

流動負債合計 2,863 3,325

固定負債

長期借入金 8,108 8,224

引当金 64 57

その他 271 245

固定負債合計 8,444 8,526

負債合計 11,307 11,852
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,164 8,164

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 1,378 1,111

自己株式 △9 △9

株主資本合計 17,381 17,115

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △203 △46

評価・換算差額等合計 △203 △46

少数株主持分 432 455

純資産合計 17,609 17,524

負債純資産合計 28,917 29,376
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

売上高 13,578

売上原価 12,843

売上総利益 735

販売費及び一般管理費 ※１
 347

営業利益 387

営業外収益

受取利息 6

その他 0

営業外収益合計 7

営業外費用

支払利息 4

為替差損 46

その他 0

営業外費用合計 51

経常利益 342

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 15

その他 0

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 327

法人税、住民税及び事業税 20

法人税等調整額 36

法人税等合計 57

少数株主利益 4

四半期純利益 266
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
  至 平成20年９月30日)

売上高 6,355

売上原価 5,985

売上総利益 369

販売費及び一般管理費 ※１
 186

営業利益 182

営業外収益

受取利息 2

その他 0

営業外収益合計 2

営業外費用

支払利息 2

為替差損 82

その他 0

営業外費用合計 84

経常利益 101

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 0

その他 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 100

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 1

法人税等合計 11

少数株主利益 5

四半期純利益 85
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 327

減価償却費 69

のれん償却額 71

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 4

為替差損益（△は益） △1

有形固定資産除却損 15

売上債権の増減額（△は増加） △428

たな卸資産の増減額（△は増加） △10

仕入債務の増減額（△は減少） △657

その他 304

小計 △301

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー △320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △34

有形固定資産の売却による収入 5

貸付金の回収による収入 514

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 494

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 △91

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △91

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77

現金及び現金同等物の期首残高 498

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 576
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

　　(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間において、

営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四

半期純利益及びセグメント情報に与える影響はあり

ません。

 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱いの適用

　　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号)を当第１四半期

連結会計期間から適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間において、

営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四

半期純利益及びセグメント情報に与える影響はあり

ません。

 

　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結累計期間末の棚卸資産の簿価切下

げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

  当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,644百万円

 

※２　商品及び製品　　　 23百万円

　　　仕 　掛 　品　　　 48百万円

　　　原   材   料　　　 56百万円

　　　　　

  　　　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,990百万円

 

※２　商品及び製品　　　　30百万円

　　　仕　 掛   品　　　  53百万円

　　　原   材   料　　　  41百万円

　　　

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30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。 

　　  　のれん償却額　　　　　　 71百万円

　　　　租税公課　　　　　　　　 60百万円

      　支払手数料　　　　　　　 33百万円 

 

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30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。 

　　 　 のれん償却額　　　　　　 35百万円 

　　　　租税公課　　　　　　　　 35百万円 

　      支払手数料　　　　　　　 16百万円 

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

 

現金及び預金勘定 576百万円

現金及び現金同等物 576百万円
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(株主資本等関係)

　当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,542,176

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,534

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　  該当事項はありません。　 

　
４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

        該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して変動が

ありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

電気機器等
製造販売事業
(百万円)

物資等、医薬
品及び医療器
具等販売事業
(百万円)

不動産開発及
び賃貸管理等
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

5,423 785 146 6,355 ― 6,355

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 24 24 （24） ―

計 5,423 785 170 6,379 （24） 6,355

営業利益 207 10 24 242 （52） 189

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

電気機器等
製造販売事業
(百万円)

物資等、医薬
品及び医療器
具等販売事業
(百万円)

不動産開発及
び賃貸管理等
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

11,157 2,132 289 13,578 ― 13,578

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 49 49 （49） ―

計 11,157 2,132 338 13,628 （49） 13,578

営業利益 410 38 46 495 （108） 387

　

(注) １  製品・商品の種類、販売方法等の共通性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っております。

　

２　各事業の主な製品

事　業　区　分 主　要　製　品

電気機器等製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、マルチメディアプレーヤー

物資等、医薬品及び医療器具等販売事業 金属加工品、雑貨等、ライセンス手数料等

不動産開発及び賃貸管理等事業 賃貸料、管理料等

　

【所在地別セグメント情報】

　

　当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　全セグメントの売上高の合計に占めるアジア地域の割合が100％のため、所在地別セグメント情報につ

いては記載しておりません。

　

【海外売上高】

　

　当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　当社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高については記載しており

ません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,105円68銭 １株当たり純資産額 1,098円65銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 17,609 17,524

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

432 455

(うち少数株主持分) (432) (455)

普通株式に係る四半期連結会計期間末(連結
会計年度末)の純資産額（百万円）

17,177 17,068

１株当たり純資産額の算定に用いられた四
半期連結会計期間末（連結会計年度末）の
普通株式の数(千株)

15,535 15,535

　

２　１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 17円13銭 １株当たり四半期純利益金額 5円53銭

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

２  １株当たり四半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。

当第２四
半期連結
累計期間
(自　平成
20年４月
１日 
  至　平
成20年９
月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期純利益金額(百万円) 266 85

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 266 85

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,535 15,535

　

　

　

(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。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

宮越商事株式会社

取締役会　御中

　

　　　　　　公認会計士　廣田潤事務所

公認会計士　　廣　　田　　潤　　　　　印

　　　　　　公認会計士　古寺隆事務所

公認会計士　　古　　寺　　隆　　　　　印

　

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている宮越商事

株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成20

年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、宮越商事株式会社及び連結子会社の平成20年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

会社と私たちとの間には、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) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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