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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 4,814,019 5,248,655 5,167,009 9,943,211 10,249,319

経常利益 (千円) 462,310 305,007 254,757 1,090,324 422,005

中間(当期)純利益 (千円) 274,901 73,850 158,993 665,551 51,527

純資産額 (千円) 4,171,568 4,810,246 5,308,116 4,594,715 5,017,523

総資産額 (千円) 10,169,049 10,501,670 10,984,226 10,321,291 10,130,669

１株当たり純資産額 (円) 10,232.18 12,047.60 13,286.57 11,466.09 12,559.19

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 679.92 185.03 397.97 1,660.88 129.07

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 666.61 179.52 387.88 1,602.13 125.31

自己資本比率 (％) 41.0 45.8 48.3 44.5 49.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 248,347 784,082 68,149 412,847 412,784

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △2,582,060 △42,524 △406,548 △2,503,275 △108,651

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 2,238,074 △536,048 348,902 2,067,256 △826,600

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,544,123 1,830,811 1,127,225 1,625,301 1,105,626

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
214

〔121〕

224

〔121〕

241

〔128〕

218

〔121〕

234

〔123〕
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 4,810,787 5,225,804 5,153,304 9,932,666 10,221,593

経常利益 (千円) 420,725 472,835 180,618 981,584 704,457

中間(当期)純利益 (千円) 249,797 267,652 110,432 596,528 389,534

資本金 (千円) 397,456 399,814 400,294 399,454 400,294

発行済株式総数 (株) 407,691 408,870 409,110 408,690 409,110

純資産額 (千円) 3,973,422 4,668,464 5,055,548 4,324,149 4,900,959

総資産額 (千円) 9,887,728 10,248,177 10,339,517 9,992,049 9,957,840

１株当たり純資産額 (円) 9,746.16 11,417.97 12,357.43 10,580.51 11,979.56

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 617.83 654.85 269.93 1,468.87 952.83

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 605.73 635.80 263.25 1,417.58 925.71

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 200.00 200.00

自己資本比率 (％) 40.2 45.6 48.9 43.3 49.2

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
171

〔114〕

180

〔112〕

194

〔121〕

177

〔113〕

187

〔114〕
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んで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。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、Cassina Holdings S.p.A(関連会社)及び同社の子会社である 

Cａssina S.p.Aは、平成19年1月9日に合併し、Cassina S.p.Aとなりました。  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 全社(共通)は経理・総務部門等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

家具事業 194〔 74〕

生活雑貨事業 20〔 42〕

その他の事業 1〔 10〕

全社(共通) 26〔 2〕

合計 241〔128〕

従業員数(名) 194〔121〕
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益の改善による設備投資の増加や雇用の改善

が進み穏やかな景気回復基調にありました。  

 一方で、家計部門における所得の伸び悩みから個人消費は横ばいに推移し、また、原油価格や為替相場の著しい

変動など、景気の先行きにはなお不透明感が残る状況が依然続いております。  

 このような環境の中、当社グループは、「洗練された、夢のある生活空間の提案」という基本理念に基づき、消

費者の中に新たなウオンツを作り出すために、商品企画や開発、またブランドのメッセージを伝える店造りに努力

しております。  

 当中間連結会計期間は、カッシーナ・イクスシー発展のため「ブランディング」、「マーチャンダイジング」、

「リテール事業」、「デジタルサポート」をテーマに捉えて経営を進めております。また、オリジナル商品、開

発、ライセンス、直輸入を通じて自社生産から販売・リテールまで一貫して自社で行う当社グループ独自のSPA方式

による事業モデルの強みを再認識し、企業価値の最大化を目指すため、機動的かつ積極的な営業戦略の策定を行っ

てまいりました。  

 しかしながら、同業他社との競争の激化や価格の抑制等、市場環境は厳しいものとなり、生産・販売のコスト削

減に努めましたが、期初よりの円安基調は収益を圧迫いたしました。  

 これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高5,167百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益212百万円

（前年同期比60.1％減）、経常利益254百万円（前年同期比16.5％減）、中間純利益につきましては158百万円(前年

同期比115.3％増)となりました。  

 なお、持分法適用関連会社であるイタリアカッシーナ社の持分法損益は、当中間連結会計期間より37百万円の黒

字となっております。 

（家具事業）  

 家具事業におきましては、コントラクト部門（設計事務所、デザイン事務所経由販売）において、東京エリア及

び名古屋エリアの大型案件の受注に成功したものの、他の中小案件が伸び悩み減収となりました。ショップ部門及

びＷＳ部門における販売は、景気は回復しつつも消費者の高級家具の購買層への波及は少なく低調に推移いたしま

した。  

 また、利益面におきましては、大型案件に対する積極的な価格政策により売上総利益率が低下したことや、カタ

ログなどの販促ツールの改訂に伴う販売費の増加などにより前年同期の実績を下回りました。  

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高4,512百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益342百万円（前年

同期比51.8%減）と減収減益となりました。  

（生活雑貨事業） 

 生活雑貨事業におきましては、昨年出店したアレッシィショップ横浜店の新規顧客の売上への寄与したものの、

既存店及びＷＳ部門の低迷により減収減益となりました。また、収益の改善見込みが薄いと判断したアレッシィセ

ントレア店を平成19年３月をもって閉店いたしました。この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高582百万円

（前年同期比3.0％減）、営業損失54百万円（前年同期は９百万円の損失）と減収減益となりました。  

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、イベントスペースのレンタル事業において景気回復等により稼働率が上昇し、当

中間連結会計期間の業績は、売上高71百万円（前年同期比10.3％増）、営業利益12百万円（前年同期比7.8％増）と

順調に推移しました。  
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は,前連結会計年度末に比べ、21百

万円増加し、1,127百万円（前年同期比38.4％減）となりました。当中間連結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）  

  営業活動により得られた資金は68百万円（前年同期比91.3％減）となりました。  

これは、主に税金等調整前中間純利益が255百万円（前年同期比12.9％減）、たな卸資産の増加額186百万円、減価

償却費114百万円、売上債権の減少額32百万円及び仕入債務の増加額69百万円によるものであります。また、前中間

会計期間において持分法による投資損失が230百万発生しましたが、当中間会計期間は持分法による投資利益37百万

円となりました。  

（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406百万円（前年同期比856.0％増）となりました。  

これは、主に有形固定資産等の取得による支出473百万円、定期性預金の取崩による収入100百万円及び差し入れ保

証金の回収による収入18百万円があったこと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）  

 財務活動によって使用した資金は348百万円（前年同期は536百万円の支出）となりました。  

これは、主に短期借入金の純増額460百万円、長期借入れによる収入280百万円、長期借入金の返済による支出259百

万円、社債の償還による支出50百万円及び配当金の支払額81百万円によるものであります。  
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を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。 

  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間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。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入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。 

  

(3) 受注実績 

当社グループは、見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

(4) 販売実績 

当中間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。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

家具事業 488,561 91.4

合計 488,561 91.4

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

家具事業 1,641,291 94.3

生活雑貨事業 367,390 96.1

その他の事業 23,868 110.3

合計 2,032,549 94.8

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

家具事業 4,512,501 98.5

生活雑貨事業 582,651 97.0

その他の事業 71,857 110.3

合計 5,167,009 98.4
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３ 【対処すべき課題】 

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

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。 

・家具事業 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、消費者動向にマッチしたデザイン性に優れた商品の開発およ

び時代感を先取りしたデザイン提案を行うデザイン性に優れた商品の開発をコンセプトとして、家具デ

ザインから使用素材の選定、試作等を含めた研究開発活動を企画マーケティング室商品開発チームにお

いて実施しております。現在の研究開発状況は約20品目程度の開発を進めており、カッシーナ社の新製

品のライセンス生産、当社独自開発商品の開発等を行っております。当社の主力製品である、カッシー

ナ社のライセンス生産品は、15年以上の歳月を経て同水準の製品を製造できるように対応してまいりま

した。現在はカッシーナ社の新製品のライセンス生産に対応するため、新たな製造技術の習得を始め、

当社の独自開発製品についても当社及び内外のデザイナーとの提携によるデザイン開発力を活かして既

存の技術レベルを高めるよう努めております。また新たなジャンルの、既に機能は充分満たしているも

のの、そのデザイン性において劣ると当社が考えている周辺商品群について、当社の高いデザイン開発

力と内外の提携デザイナーとのコラボレーションを通じて新商品開発に取り組んでおり、23,129千円の

研究開発費を計上しております。なお、生活雑貨事業及びその他の事業については、研究開発活動は行

っておりません。  
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間において、以下の設備を取得いたしました。 

  

 
（注）1  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

      2  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

       

(2) 国内子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

（2）重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

（3）重要な設備の新設 

 
  

（4）重要な設備の除却 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの 

名称
設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数
(名) 
 建物及び構築物

 福岡店 
(福岡県福岡市)

家具・生活雑貨事業 店舗設備 57,800 11〔12〕

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別 

セグメント
の 
名称

設備の
内容

投資予定額
（千円） 資金調達

方法
着手年月

完了予定
年月

完成後
の増加
能力総額 既支払額

㈱ＣＩＸＭ
─ 

(群馬県桐生市)
 家具事業

工場新
設

750,000 386,186 借入金 平成19
年６月

平成19
年12月

生産能
力50％
増
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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】 

  

 
  

  

② 【発行済株式】 

  

 
(注)  提出日現在の発行数には、平成19年9月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使 

  により発行された株式数は、含まれておりません。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

平成15年１月28日の臨時株主総会において、特別決議された新株予約権(ストックオプション)の状況

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,305,000

計 1,305,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月28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 409,110 409,110
ジャスダック
証券取引所

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 409,110 409,110 ― ―

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) 14,280 14,280

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

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) 14,280 14,280

新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,000 4,000

新株予約権の行使期間
平成17年２月１日から
平成23年１月31日まで

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  4,000
資本組入額 2,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３，５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─
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(注) １ 当社が株式の分割または併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の総数は、次の算式により調整し、

調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 調整前権利行使価額を下回る価額で新株式を発行(新株予約権の行使並びに平成13年改正旧商法第280条ノ20

及び第280条ノ21に基づく新株予約権の行使の場合を含まない。)する時には、次の算式により権利行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 
また、新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 
３ 新株予約権の失効 

新株予約権の割当を受けた者が、次に定める各号に該当した場合には、直ちに本新株予約権の行使はできな

くなり、本新株予約権は失効するものとします。 

① 任期満了による退任または定年退職以外の事由により割当を受けた者が当社または当社子会社の取締役ま

たは従業員でなくなったとき。 

② 割当を受けた者が書面により本新株引受権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

４ 新株予約権の行使時の払込金額は、一株あたりの金額を記載しております。 

５ 権利行使の条件は以下のとおりであります。 

① 退任退職の取扱 

新株予約権の割当を受けた者が任期満了または定年退職により当社または当社子会社の取締役または従業

員の地位を喪失した場合に限り、その地位喪失後においても未行使の新株予約権を行使できるものとしま

す。 

② 新株予約権の相続はいかなる場合も認めないものとします。 

③ その他の権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締

結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

６ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と対象取締役および従業

員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

調整後払込価額＝
既発行株式数×調整前の払込価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

 
  

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19年１月１日～ 
平成19年６月30日 
 

─ 409,110 ─ 400,294 ─ 440,930

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ユニマットホールディ
ング

東京都港区南青山2-12-14 136,344 33.32

株式会社ユニマットライフ 東京都港区南青山2-12-14 51,744 12.64

カッシーナエスピーエイ 
（常任代理人 株式会社カッシ
ーナ・イクスシー）

ヴィア ブズネリ１ 20036
メダ ミラノ 
（東京都渋谷区恵比寿南2-20-7）

48,000 11.73

高橋洋二 沖縄県宮古島市 20,712 5.06

武藤重遠 東京都港区 10,270 2.51

本田夏織子 東京都港区 10,000 2.44

本田陽光子 東京都港区 10,000 2.44

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 9,150 2.23

高橋章恵 東京都渋谷区 8,280 2.02

ＣＩＸ社員持株会 東京都渋谷区恵比寿南2-20-7 3,590 0.87

計 ― 308,090 75.30
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
409,090

40,909
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式
普通株式

20
― 同上

発行済株式総数 409,110 ― ―

総株主の議決権 ― 40,909 ―

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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 20,600 19,960 17,810 13,800 13,050 15,100

最低(円) 19,210 17,200 12,750 12,050 11,710 12,000
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３ 【役員の状況】 

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

す。 

退任役員 

 
  

  

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 ─ 野崎 豊 平成19年８月31日
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

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

  なお、前中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)は、改正前の中間連結財

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年1月1日から平成19年6月30日まで)は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

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

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

  なお、前中間会計期間(平成18年1月1日から平成18年6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19年1月1日から平成19年6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18年１月１日から平成18年

６月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)ついては、みすず監査

法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)及び当中

間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について

は、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第28期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第28期中間会計期間の中間財務諸表 みすず監査法人

第29期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第29期中間会計期間の中間財務諸表 新日本監査法人
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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18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
(平成18年12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 1,830,811 1,137,225 1,115,626

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４ 1,071,038 1,099,158 1,071,840

 ３ たな卸資産 2,056,567 2,483,385 2,304,531

 ４ 為替予約 ─ 666,629 ─

 ５ その他 339,273 64,634 522,959

   貸倒引当金 △2,404 △172 △1,736

   流動資産合計 5,295,286 50.4 5,450,861 49.6 5,013,220 49.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※1、
2

1,400,680 1,366,684 1,363,731

  (2) 土地 ※２ 648,701 942,987 648,701

  (3) その他 ※１ 168,712 2,218,094 21.1 243,483 2,553,155 23.3 153,253 2,165,685 21.4

 ２ 無形固定資産 182,032 1.7 141,106 1.3 158,466 1.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 ※２ 1,858,834 1,976,212 1,860,625

  (2) 繰延税金資産 ─ 73,882 71,790

  (3) 差入保証金 ※２ 642,016 636,906 648,493

  (4) その他 322,497 156,470 223,575

   貸倒引当金 △17,090 2,806,258 26.7 △4,367 2,839,102 25.8 △11,188 2,793,296 27.5

   固定資産合計 5,206,384 49.6 5,533,365 50.4 5,117,448 50.5

   資産合計 10,501,670 100.0 10,984,226 100.0 10,130,669 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
(平成18年12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 買掛金 880,755 799,878 734,492

 ２ 短期借入金 ※２ 20,000 480,000 20,000

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 496,394 584,900 509,382

 ４ １年内償還予定社債 ※２ 100,000 550,000 100,000

 ５ 未払金 584,787 471,917 478,092

 ６ 賞与引当金 54,096 74,008 59,497

 ７ その他 674,393 675,482 628,175

   流動負債合計 2,810,425 26.8 3,636,186 33.1 2,529,639 25.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 1,300,000 750,000 1,250,000

 ２ 長期借入金 ※２ 1,429,810 1,120,230 1,175,650

 ３ 退職給付引当金 72,100 75,984 71,617

 ４ 役員退職慰労引当金 75,729 89,529 81,979

 ５ その他 3,360 4,180 4,260

   固定負債合計 2,880,999 27.4 2,039,923 18.6 2,583,506 25.5

   負債合計 5,691,424 54.2 5,676,110 51.7 5,113,145 50.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 399,814 3.8 400,294 3.7 400,294 4.0

 ２ 資本剰余金 440,450 4.2 440,930 4.0 440,930 4.3

 ３ 利益剰余金 3,718,782 35.4 3,773,632 34.3 3,696,460 36.5

 ４ 自己株式 △39,305 △0.4 △39,305 △0.4 △39,305 △0.4

   株主資本合計 4,519,741 43.0 4,575,550 41.6 4,498,379 44.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 繰延ヘッジ損益 157,680 1.5 393,311 3.6 267,333 2.6

 ２ 為替換算調整勘定 132,823 1.3 339,253 3.1 251,810 2.5

   評価・換算差額等 
   合計

290,504 2.8 732,565 6.7 519,144 5.1

   純資産合計 4,810,246 45.8 5,308,116 48.3 5,017,523 49.5

   負債純資産合計 10,501,670 100.0 10,984,226 100.0 10,130,669 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12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 5,248,655 100.0 5,167,009 100.0 10,249,319 100.0

Ⅱ 売上原価 2,521,982 48.1 2,598,023 50.3 4,998,947 48.8

   売上総利益 2,726,672 51.9 2,568,985 49.7 5,250,371 51.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 給料手当 554,708 584,949 1,114,625

 ２ 賞与引当金繰入額 46,905 68,027 53,332

 ３ 退職給付費用 35,631 35,778 66,429

 ４ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

6,250 7,550 12,500

 ５ 地代家賃 457,450 486,912 928,248

 ６ 減価償却費 107,440 100,677 218,777

 ７ 貸倒引当金繰入額 788 ─ ─

 ８ その他 984,384 2,193,558 41.7 1,072,493 2,356,388 45.6 2,046,086 4,439,998 43.3

   営業利益 533,113 10.2 212,597 4.1 810,372 7.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,490 2,418 5,375

 ２ 受取配当金 318 218 318

 ３ 賃貸収入 11,880 11,720 23,760

 ４ 什器負担金収入 3,776 ─ ─

 ５ 為替差益 ─ 7,268 6,406

 ６ 持分法による投資利 
   益

─ 37,441 ─

 ７ その他 10,036 28,502 0.5 8,206 67,274 1.3 22,406 58,267 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 23,734 23,158 45,766

 ２ 持分法による投資損 
   失

230,797 ─ 396,747

 ３ その他 2,076 256,608 4.9 1,956 25,114 0.5 4,120 446,634 4.4

   経常利益 305,007 5.8 254,757 4.9 422,005 4.1
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前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12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
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 ─ ─ 8,384 8,384 0.2 5,781 5,781 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ 903 7,411 1,918

 ２ 減損損失 ─ ─ 5,048

 ３ 店舗閉鎖損失 ※２ 10,604 11,508 0.2 ─ 7,411 0.1 10,604 17,572 0.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

293,498 5.6 255,730 5.0 410,213 4.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

262,317 105,055 397,565

   法人税等調整額 △42,668 219,648 4.2 △8,318 96,737 1.9 △38,879 358,685 3.5

   中間(当期)純利益 73,850 1.4 158,993 3.1 51,527 0.5
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

繰延ヘッジ

損益

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千

円)
399,454 440,090 3,726,670 △39,305 4,526,909 ─ 67,806 67,806 4,594,715

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 360 360 720 720

剰余金の配当 △81,738 △81,738 △81,738

中間純利益 73,850 73,850 73,850

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額(純額)

157,680 65,017 222,698 222,698

中間連結会計期間中の変動

額合計(千円)
360 360 △7,887 △7,167 157,680 65,017 222,698 215,530

平成18年６月30日残高(千

円)
399,814 440,450 3,718,782 △39,305 4,519,741 157,680 132,823 290,504 4,810,246

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

繰延ヘッジ

損益

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千

円)
400,294 440,930 3,696,460 △39,305 4,498,379 267,333 251,810 519,144 5,017,523

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 ─

剰余金の配当 △81,822 △81,822 △81,822

中間純利益 158,993 158,993 158,993

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額(純額)

125,977 87,443 213,421 213,421

中間連結会計期間中の変動

額合計(千円)
77,171 77,171 125,977 87,443 213,421 290,592

平成19年６月30日残高(千

円)
400,294 440,930 3,773,632 △39,305 4,575,550 393,311 393,253 732,565 5,308,116
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 399,454 440,090 3,726,670 △39,305 4,526,909

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 840 840 1,680

 剰余金の配当 △81,738 △81,738

 当期純利益 51,527 51,527

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

840 840 △30,210 △28,530

平成18年12月31日残高(千円) 400,294 440,930 3,696,460 △39,305 4,498,379

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) ─ 67,806 67,806 4,594,715

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,680

 剰余金の配当 △81,738

 当期純利益 51,527

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

267,333 184,004 451,337 451,337

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

267,333 184,004 451,337 422,807

平成18年12月31日残高(千円) 267,333 251,810 519,144 5,017,523
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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18年１月１日

至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日)

前連結会計年度要約連結 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 293,498 255,730 410,213

 ２ 減価償却費 121,791 114,760 250,005

 ３ 減損損失 ─ ─ 5,048

 ４ 貸倒引当金の増減額 788 △8,384 △5,781

 ５ 賞与引当金の増加額 3,606 14,511 9,007

 ６ 退職給付引当金の増加額 3,777 4,367 3,294

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額 6,250 7,550 12,500

 ８ 受取利息配当金 △2,809 △2,637 △5,694

 ９ 支払利息 23,734 23,158 45,766

 10 持分法による投資利益 ─ △37,441 ─

 11 持分法による投資損失 230,797 ─ 396,747

 12 固定資産除却損 903 7,411 1,918

 13 店舗閉鎖損失 10,604 ─ 10,604

 14 売上債権の減少額 256,196 32,392 193,557

 15 たな卸資産の増加額 △430,535 △186,251 △716,715

 16 仕入債務の増加額 144,197 69,918 3,503

 17 その他 159,980 14,549 38,405

    小計 822,780 309,635 652,382

 18 利息及び配当金の受取額 2,670 3,813 5,485

 19 利息の支払額 △25,010 △23,124 △45,092

 20 法人税等の支払額 △16,357 △222,174 △199,991

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
784,082 68,149 412,784

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 △12,000 ─ △12,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △21,201 △473,886 △64,856

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △7,937 △7,554 △10,840

 ４ 貸付による支出 △2,400 ─ △2,400

 ５ 貸付金の回収による収入 435 420 1,795

 ６ 定期性預金の取崩による収入 ─ 100,000 ─

 ７ 定期性預金の預入による支出 ─ ─ △10,000

 ８ 差入保証金の回収による収入 15,334 18,974 15,610

 ９ 差入保証金による支出 △5,135 △7,026 △11,844

 10 その他 △9,618 △37,475 △14,114

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△42,524 △406,548 △108,651
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前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日)

前連結会計年度要約連結 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 ─ 460,000 ─

 ２ 長期借入れによる収入 ─ 280,000 ─

 ３ 長期借入金の返済による支出 △305,621 △259,902 △546,793

 ４ 株式の発行による収入 720 ─ 1,680

 ５ 社債の償還による支出 △150,000 △50,000 △200,000

 ６ 配当金の支払額 △81,147 △81,195 △81,487

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△536,048 348,902 △826,600

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 ─ 11,096 2,792

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 205,509 21,599 △519,675

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,625,301 1,105,626 1,625,301

Ⅶ 現金及び現金同等物 

  の中間期末(期末)残高
※ 1,830,811 1,127,225 1,105,626
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

㈱ＣＩＸＭ

なお、子会社はすべて連結してお

ります。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱ＣＩＸＭ

北京卡喜納家具商貿有限公司

なお、子会社はすべて連結してお

ります。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱ＣＩＸＭ

北京卡喜納家具商貿有限公司

北京卡喜納家具商貿有限公司

は、平成18年８月に新たに設立し

た子会社であります

なお、子会社はすべて連結してお

ります。

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数

  1社

持分法適用の関連会社の名称

Cassina Holdings S.p.A

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数

  １社

持分法適用の関連会社の名称

Cassina S.p.A

前連結会計年度において持分法適

用 の 関 連 会 社 で あ っ た Cassina 

Holdings S.p.Aは、同社の子会社で

あ る Cassina  S.p.A と 合 併 し、

Cassina S.p.Aが存続会社となって

おります。

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の関連会社数

  １社

持分法適用の関連会社の名称

Cassina Holdings S.p.A

同社の子会社であるカッシーナ社

ほか9社の損益を持分法適用会社の

損益に含めております。

(2)持分法を適用しない関連会社

該当事項はありません。

(2)持分法を適用しない関連会社

同左

(2)持分法を適用しない関連会社

同左

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

すべての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。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項

すべての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

(1) 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(時価のな

いもの)

移動平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

① 有価証券

その他有価証券(時価のな

いもの)

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

① 有価証券

その他有価証券(時価のな

いもの)

同左

② デリバティブ取引

時価法

② デリバティブ取引

同左

② デリバティブ取引

同左

③ たな卸資産

主として移動平均法による

原価法

③ たな卸資産

同左

③ たな卸資産

同左
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前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）について

は定額法

なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却

また、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物及び構築物

３～43年

 機械装置及び運搬具

２～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産
イ）建物（建物附属設備は除

く）   
a 平成10年３月31日以前に
取得し たもの  
旧定率法  
b 平成10年４月１日から平
成19年 ３月31日までに取得
したもの  
旧定額法  
c 平成19年４月１日以降に
取得し たもの  
定額法 

ロ）建物以外 
a 平成19年３月31日以前に
取得し たもの  
旧定率法  
b 平成19年４月１日以降に
取得し たもの  
定率法 
なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却

また、主な耐用年数は次の

とおりであります。
建物及び構築物
       ３～43年 
機械装置及び運搬具 
       ２～15年

（減価償却方法の変更）
 平成19年度の法人税法の改正に
伴い、当中間連結会計期間より平
成19年４月１日以降に取得した資
産について、改正後の法人税法に
基づく方法に変更しております。  
 これによる、損益に与える影響
は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）について

は定額法

なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却

また、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物及び構築物

３～43年

 機械装置及び運搬具

２～15年

② 無形固定資産

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

なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

連結会計期間に対応する部分を

計上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当連結

会計年度に対応する部分を計上

しております。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

③ 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備え

るため、当中間連結会計期間末

の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、数理計算上の差異につ

いては、発生時に費用処理をし

ております。

また、このほか執行役員の退

職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給額

の100％を計上しておりました

が平成17年１月１日以降、「執

行役員退職慰労金規定」を廃止

し、従来計上した金額は原則退

職時の支払に備えることといた

しました。なお、その残高は

17,948千円であります。

③ 退職給付引当金

同左

③ 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備え

るため、当連結会計年度末の退

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、数理計算上の差異につ

いては、発生時に費用処理をし

ております。

また、このほか執行役員の退

職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しておりましたが

平成17年１月１日以降、「執行

役員退職慰労金規程」を廃止

し、従来計上した金額は原則退

職時の支払に備えることといた

しました。なお、その残高は

17,948千円であります。

④ 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、内規に基づく中間期

末要支給額の100％を計上して

おります。

④ 役員退職慰労引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額の100％を計上しており

ます。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方

法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用して

おります。ただし、振当処理

の要件を満たす為替予約につ

いては振当処理に、特例処理

の要件を満たす金利スワップ

については特例処理によって

おります。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金 利 ス ワ ッ

プ、為替予約

ヘッジ対象…借入金、買掛

金、未払金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

③ ヘッジ方針

主に当社の内規である「デ

リバティブ管理規則」に基づ

き、金利変動リスク及び為替

変動リスクをヘッジしており

ます。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュフロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価して

おります。ただし、特例処理

によっている金利スワップに

ついては、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

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・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、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３ヶ月以内に期限の

到来する短期的な投資でありま

す。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

連結キャッシュ・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、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３ヶ月以内に期限の到来する

短期的な投資であります。
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会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

(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」(企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第6号)を当中間連結

会計期間から適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

───────
(固定資産の減損に係る会計基準)

当連結会計年度から「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。こ

れにより税金等調整前当期純利益

が5,048千円減少しております。  

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき当該資産の金額から直接控

除しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)

  当中間連結会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号)を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は4,652,565千円

であります。

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表は、改正後

の中間連結財務諸表規則により作

成しております。

───────

 

(連結貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等)

  当連結会計年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号)を適用しておりま

す。 

 従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,750,190千円であり

ます。  

 また、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。

（ストック・オプション等に関する
会計基準等）

  当中間連結会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会計

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８

号）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」

（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11号）を適用しております。こ

れによる、損益に与える影響はあ

りません。

───────

(ストック・オプション等に関する会

計基準等）

  当連結会計年度から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

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８号)

及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 最終改正 平成

18年５月31日 企業会計基準適用

指針第11号)を適用しております。

これによる、損益に与える影響は

ありません。
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表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

─────────

（中間連結貸借対照表）
前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「為替予約」については、当中間
連結会計期間において、総資産の５/100を超えたため、
当中間連結会計期間より区分掲記しております。なお、
前中間連結会計期間の「為替予約」は267,255千円であり
ます。

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 リースアンドリユース取引は、従

来納品時に収益を計上しておりまし

たが、金額の重要性が増してきたた

め、当中間連結会計期間よりリース

期間に応じて収益を計上することと

しました。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益がそれぞれ22,118千円少なく計上

されております。

────────
 リースアンドリユース取引は、従

来納品時に収益を計上しておりまし

たが、金額の重要性が増してきたた

め、当連結会計年度よりリース期間

に応じて収益を計上することとしま

した。この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ31,132千円少なく計上され

ております。

─ 29 ─



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18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 減価償却累計額

1,017,418千円

※１ 減価償却累計額

1,177,201千円

※１ 減価償却累計額

1,106,695千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物及び 
構築物

572,726千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,405,617
 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物及び
構築物

559,891千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,398,668

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物及び 

構築物
565,777千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,398,668

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内 
償還予定社
債

100,000千円

１年内 
返済予定 
長期借入金

396,340

社債 1,300,000

長期借入金 1,030,730

 計 2,827,070  

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内
償還予定社
債

550,000千円

１年内
返済予定 
長期借入金

414,420

長期借入金 616,310

 計 1,580,730

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内
返済予定

社債
100,000千円

１年内 
返済予定 
長期借入金

355,960

社債 450,000

長期借入金 866,630

 計 1,772,590

なお、上記の他に、関係会社株

式1,858,834千円を関係会社の借

入金の担保に供しております。

─────── なお、上記の他に、関係会社株

式1,847,304千円を関係会社の借

入金の担保に供しております。

３ 受取手形裏書譲渡高

126,439千円

３ 受取手形裏書譲渡高

60,652千円

３ 受取手形裏書譲渡高

97,880千円

※４   ────── ※４ 中間期末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

 受取手形       4,213千円  

※４   ──────
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(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

※１ 固定資産除却損の内訳

その他 
有形固定資産 
(工具器具備品)

903千円

 

※１ 固定資産除却損の内訳

その他
有形固定資産 
(建物附属設備)

7,411千円

 

※１ 固定資産除却損の内訳

その他
有形固定資産

(工具器具備品)
947千円

その他
無形固定資産

(ソフトウエア)
971

 計 1,918

 

※２ 店舗閉鎖損失の内訳

建物及び構築物
の除却

6,405千円

その他 4,198

 計 10,604

※２   ──────

 

※２ 店舗閉鎖損失の内訳

建物及び構築物
の除却

6,405千円

その他 4,198

 計 10,604
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６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）普通株式数の増加180株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。 

  

２.配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６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）発行済株式数に変動はありません。 

  

２.配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

前連結会計年度（自平成18年１月１日 至平成18年12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）普通株式数の増加420株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。 

前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間 
増加株式数（株）

当中間連結会計期間 
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式(注) 408,690 180 ─ 408,870

自己株式

普通株式 9,600 ─ ─ 9,600

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３月30日
（定時株主総会）

普通株式 81,738 200.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間 
増加株式数（株）

当中間連結会計期間 
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式(注) 409,110 ─ ─ 409,110

自己株式

普通株式 9,600 ─ ─ 9,600

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日
（定時株主総会）

普通株式 81,822 200.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日

前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度 
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(注) 408,690 420 ─ 409,110

自己株式

普通株式 9,600 ─ ─ 9,600
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２.配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

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３月30日
（定時株主総会）

普通株式 81,738 200.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日
（定時株主総会）

普通株式 81,822 200.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日
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(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18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12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

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,830,811千円

現金及び 
現金同等物

1,830,811

 

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19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,137,225千円

預入期間が3ケ月
を超える定期預金

△10,000

現金及び
現金同等物

1,127,225

 

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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,115,626千円

預入期間が3ケ月
を超える定期預金

△10,000

現金及び 
現金同等物

1,105,626
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(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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

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

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

 

(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

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

45,687 24,176 21,510

その他 
(工具器具
備品)

3,338 1,431 1,906

合計 49,025 25,608 23,417

 

(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

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

35,487 22,775 12,712

その他
(工具器具
備品)

2,049 483 1,565

合計 37,536 23,258 14,278

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額

(千円)

機械装置
及び運搬具

45,685 29,425 16,261

その他
(工具器具
備品)

3,338 1,602 1,735

合計 49,025 31,027 17,997

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 8,855千円

１年超 14,001

 合計 22,857

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 7,306千円

１年超 6,695

 合計 14,001

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 7,206千円

１年超 10,373

 合計 17,579

(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 5,670千円

減価償却費 
相当額

5,433

支払利息 
相当額

448

(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 3,898千円

減価償却費
相当額

3,719

支払利息
相当額

320

(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 11,329千円

減価償却費 
相当額

10,852

支払利息 
相当額

830

(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

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,847千円

１年超 1,523

 合計 3,371

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,872千円

１年超 9,418

 合計 13,290

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,690千円

１年超 4,879

 合計 7,569
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

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 13,320

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 13,320

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 13,320
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用して

おりますので注記の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用して

おりますので注記の対象から除いております。 

  

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用して

おりますので注記の対象から除いております。 

  

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  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】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 家具事業……………………………輸入・国内製造家具(ソファ、チェアー、テーブル、ベッド等) 

(2) 生活雑貨事業………………………キッチン雑貨、リネン、生活雑貨等 

(3) その他の事業………………………レンタルスペースの提供、カフェ運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、その金額は178,916千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 家具事業……………………………輸入・国内製造家具(ソファ、チェアー、テーブル、ベッド等) 

(2) 生活雑貨事業………………………キッチン雑貨、リネン、生活雑貨等 

(3) その他の事業………………………レンタルスペースの提供、カフェ運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、その金額は87,220千円であります。 

  

家具事業

(千円)

生活雑貨
事業

(千円)

その他の
事業

(千円)

計

(千円)

消去
又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

4,582,966 600,547 65,142 5,248,655 ─ 5,248,655

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (    ―) ─

計 4,582,966 600,547 65,142 5,248,655 (    ―) 5,248,655

営業費用 3,872,607 610,157 53,860 4,536,625 178,916 4,715,541

営業利益又は営業損失
(△)

710,359 △9,611 11,282 712,030 ( 178,916) 533,113

家具事業

(千円)

生活雑貨
事業

(千円)

その他の
事業

(千円)

計

(千円)

消去
又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

4,512,501 582,651 71,857 5,167,009 ─ 5,167,009

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (  ─ ) ─

計 4,512,501 582,651 71,857 5,167,009 (   ─ ) 5,167,009

営業費用 4,170,291 637,203 59,700 4,867,192 87,220 4,954,412

営業利益又は営業損失
(△)

342,210 △54,552 12,157 299,817  ( 87,220 ) 212,597
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前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 家具事業……………………………輸入・国内製造家具(ソファ、チェアー、テーブル、ベッド等) 

(2) 生活雑貨事業………………………キッチン雑貨、リネン、生活雑貨等 

(3) その他の事業………………………レンタルスペースの提供、カフェ運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、その金額は357,348千円であります。 

  

家具事業

(千円)

生活雑貨
事業

(千円)

その他の
事業

(千円)

計

(千円)

消去
又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

8,899,292 1,220,843 129,184 10,249,319 ─ 10,249,319

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 8,899,292 1,220,843 129,184 10,249,319 ─ 10,249,319

営業費用 7,727,318 1,245,283 108,998 9,081,599 357,348 9,438,947

営業利益又は営業損失
（△）

1,171,974 △24,440 20,186 1,167,720 (357,348) 810,372
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため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18年１月１日 至 平成18年６月30日)  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日)  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。  
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(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 12,047円60銭 １株当たり純資産額 13,286円57銭 １株当たり純資産額 12,559円19銭

１株当たり中間純利益 185円03銭 １株当たり中間純利益 397円97銭 １株当たり当期純利益 129円07銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

179円52銭
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

387円88銭
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

125円31銭

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,810,246 5,308,116 5,017,523

純資産の部の合計額から控除する
金額(千円)

─ ─ ─

普通株式に係る中間期末（期末）
の純資産額（千円）

4,810,246 5,308,116 5,017,523

普通株式の発行済株式数（株） 408,870 409,110 409,110

普通株式の自己株式数（株） 9,600 9,600 9,600

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

399,270 399,510 399,510

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間連結損益計算書上の中間（当
期）純利益（千円）

73,850 158,993 51,527

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円)

73,850 158,993 51,527

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 399,121 399,510 399,217

中間（当期）純利益調整額 
（千円）

─ ─ ─

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の主要な内訳
新株予約権（株）

12,249 10,394 11,962

普通株式増加数（株） 12,249 10,394 11,962

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)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

───── ───── ─────
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(重要な後発事象) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

1．子会社設立について

平成18年８月３日開催の取締役会

において、子会社を設立することと

いたしました。

(1)設立の目的

2005年に当社がイタリア カッシ

ーナ社の発行済株式の20％取得した

際に、中国を含むアジア地域におい

て当社がカッシーナ製品の販売権を

取得することについて基本的合意い

たしました。中国への進出は、当社

が日本市場に限られていたカッシー

ナ製品のビジネスを水平的に拡大す

る足がかりと捉えています。今後、

建築家やデザイナーなどへの営業活

動と、富裕層をターゲットとしたシ

ョップでの販売を通じ、中国市場に

カッシーナブランドの浸透をはか

り、中国におけるインテリア環境の

向上と発展に貢献することを目的と

しています。

(2)子会社の概要
①商号 北京卡喜納家具商貿有限公

司
②代表者 董事長 月岡 和夫（当

社代表取締役社長）
③事業内容 家具等の販売
④資本金 85万ドル(当社100％出

資)
⑤設立年月日 平成18年８月７日 
⑥所在地 中華人民共和国 北京市
⑦決算期 12月31日
 
2．控訴の提起について
(1)控訴を提起したもの
①社 名  Ｎｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.  
所在地  Ｖｉａ Ｔｏｍｍａｓ
ｏ Ｇｒｏｓｓｉ 2, Ｍｉｌａｎ
ｏ，Ｉｔａｌｙ  
代表者  Ｕｍｂｅｒｔｏ Ｃａ
ｓｓｉｎａ 

②社 名  ＦＡＣ ＤＥＶＥＬＯ
ＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ  
所在地  ９１ Ｒｕｅ ｄｅ 
Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａ
ｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ  
代表者  Ｍｉｃｈｅｌｅ Ｄｒ
ｏｕｙ 

③社 名  ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ  
所在地  ９１ Ｒｕｅ ｄｅ 
Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａ
ｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ  
代表者  Ｖｅｒｏｎｉｑｕｅ 
Ｍｏｒａｌｉ 

(2)控訴の提起があった裁判所およ
び年月日
イタリア国 ミラノ高等裁判所 
平成18年７月14日（送達は平成
18年８月１日）

───────

当社の連結子会社であります株式

会社ＣＩＸＭは、平成19年１月30日

開催の取締役会において、生産能力

を増強するため現工場の近隣に新工

場を建設し移転することを決議いた

しました。  

 なお、新工場の詳細は下記のとお

りです。

1.名称       株式会社ＣＩＸＭ 

2.所在地     群馬県伊勢崎市

       赤堀今井町１丁目 

3.敷地面積  土地

       15,634㎡（予定）

       建物

        5,033㎡（予定）

4.設備投資額 土地   

         約300百万円

       建物

         約450百万円 

5.資金計画  借入金

         約700百万円

(地方公共団体の制

度融資を利用予定)

6.工事計画  着工予定

        平成19年６月頃 

       完成予定

        平成19年12月頃

       操業予定

        平成20年１月頃

7.主要生産品目 家具

8.目的    当社の連結子会社であ

ります株式会社ＣＩＸＭは、カッ

シーナをはじめとするライセンス

製品および当社独自製品の生産を

行っております。新工場を建設す

る目的は、今後の需要増に対応可

能な生産能力を確保することに加

え、製造設備の更新なども図りな

がら、更なる生産効率の向上等に

より、当社グループの競争力強化

を図っていくためであります。移

転による株式会社ＣＩＸＭの生産

能力は、50％増加する見込であり

ます。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(3)控訴に至った経緯
控訴を提起したイタリア国法人Ｎ

ｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.(以下Ｎｕｒｏ)
とフランス国法人ＦＡＣ ＤＥＶＥ
ＬＯＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ（以下Ｆ
ＡＣ）は、イタリア国法人であるＣ
ａｓｓｉｎａ Ｓ.ｐ.Ａ.（以下Ｃ
ａｓｓｉｎａ）の株式を平成１７年
６月まで保有していた者でありま
す。同じく控訴を提起したフランス
国法人ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ（以下
ＦＩＭＡＬＡＣ）は、ＦＡＣの株式
を100％保有している持株会社であ
り、パリ証券取引所に株式を公開し
ております。  
 ＮｕｒｏおよびＦＡＣは、Ｃａｓ
ｓｉｎａ株式の全部をイタリア国Ｐ
ｏｌｔｒｏｎａ Ｆｒａｕ Ｓ.ｐ.
Ａ.（以下Ｆｒａｕ）に譲渡する契
約を締結し、当社はその後平成18年
６月にＦｒａｕとの間で株式総数の
20％を取得する契約を締結しまし
た。  
 Ｃａｓｓｉｎａの株式売買交渉の
過程では、一時期当社を主要なメン
バーとする日本のグループ（以下当
社グループ）がＣａｓｓｉｎａの全
株式を買収する意図をもって交渉を
行っておりましたが、諸々の理由か
ら、当社グループを主体とする株式
の買収を断念しました。その後当社
は、Ｆｒａｕが主体となってＣａｓ
ｓｉｎａの全株式を買収した後、当
社が同社株式の一部を取得すること
を内容とする基本合意に至りまし
た。Ｎｕｒｏ、ＦＡＣおよびＦＩＭ
ＡＬＡＣは、有力な売却先の候補と
考えていた当社が正当な理由なしに
交渉を放棄したこと、ならびにその
ことの通知を怠ったことなどから、
不利な交渉を強いられ不当に廉価な
金額での株式売却を余儀なくされた
として、当社グループを含む交渉相
手から暫定的に提示されていた金額
と最終売買金額との差額および交渉
に要した弁護士費用などの損害を被
ったとして、当社などを相手取って
イタリア国ミラノ地方裁判所に損害
賠償訴訟を提起いたしました。  
 この裁判については、ミラノ地方
裁判所にて平成18年４月６日に「原
告の請求を棄却する。」との当社勝
訴の判決が下されました。Ｎｕｒ
ｏ、ＦＡＣおよびＦＩＭＡＬＡＣ
は、この第一審判決を不服として控
訴を行ったものであります。 
(4)控訴の内容
①原判決を取り消せ。
②被控訴人は、控訴人に対して
41,057,261.70 ユーロ（約 60 億
円）を支払え。 （換算は平成18
年７月31日現在みずほコーポレ
ート銀行公示 ＴＴＭ146.48円
／ユーロを使用） 
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（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18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(5)今後の見通し
第一審での判決によって、当社は

誠実に交渉を進めており、原告らに
よる請求はいずれも理由がないとす
る当社の主張が全面的に認められま
したので、同様に控訴審においても
当社の主張が認められるものと考え
ております。 
 なお、イタリア国ミラノ高等裁判
所において平成18年11月に控訴審が
行われる予定であります。
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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18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表 

(平成18年12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 1,663,589 959,675 863,261

 ２ 受取手形 ※６ 94,645 212,235 87,580

 ３ 売掛金 993,234 926,254 999,311

 ４ たな卸資産 1,928,960 2,345,238 2,223,114

 ５ 為替予約 ─ 666,629 ─

 ６ その他 332,000 67,493 521,093

   貸倒引当金 △2,190 ─ △1,582

   流動資産合計 5,010,239 48.9 5,177,527 50.1 4,692,778 47.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※１ 
※２

1,379,062 1,344,494 1,339,424

  (2) 土地 ※２ 648,701 648,701 648,701

  (3) その他 ※１ 131,872 119,722 124,405

    計 2,159,636 21.1 2,112,918 20.4 2,112,531 21.2

 ２ 無形固定資産 154,459 1.5 119,191 1.2 133,216 1.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 ※２ 1,991,787 2,091,815 2,091,815

  (2) 差入保証金 ※２ 634,090 620,294 637,861

  (3) その他 315,054 222,137 300,825

    貸倒引当金 △17,090 △4,367 △11,188

    計 2,923,842 28.5 2,929,879 28.3 3,019,314 30.3

    固定資産合計 5,237,938 51.1 5,161,989 49.9 5,265,061 52.9

    資産合計 10,248,177 100.0 10,339,517 100.0 9,957,840 100.0
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前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表 

(平成18年12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 買掛金 882,986 954,175 769,689

 ２ 短期借入金 ※２ ─ 300,000 ─

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 489,710 561,130 502,670

 ４ １年内償還予定社債
※２ 
 

100,000 550,000 100,000

 ５ 未払金 551,236 438,032 461,078

 ６ 未払法人税等 241,879 83,297 198,406

 ７ 賞与引当金 46,061 67,303 52,728

 ８ その他
※５ 
 

394,127 549,939 393,714

   流動負債合計 2,706,000 26.4 3,503,878 33.9 2,478,287 24.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 1,300,000 750,000 1,250,000

 ２ 長期借入金 ※２ 1,424,000 862,870 1,173,210

 ３ 退職給付引当金 70,623 73,512 69,144

 ４ 役員退職慰労引当金 75,729 89,529 81,979

 ５ その他 3,360 4,180 4,260

   固定負債合計 2,873,712 28.0 1,780,091 17.2 2,578,593 25.9

   負債合計 5,579,712 54.4 5,283,969 51.1 5,056,880 50.8
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前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表 

(平成18年12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 399,814 3.9 400,294 3.9 400,294 4.0

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 440,450 440,930 440,930

   資本剰余金合計 440,450 4.3 440,930 4.3 440,930 4.4

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 10,000 10,000 10,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 3,299,055 3,299,055 3,299,055

    繰越利益剰余金 361,465 511,957 483,347

   利益剰余金合計 3,670,520 35.8 3,821,012 36.9 3,792,402 38.1

   株主資本合計 4,510,784 44.0 4,662,236 45.1 4,633,626 46.5

Ⅱ 評価・換算差額等

   繰延ヘッジ損益 157,680 1.6 393,311 3.8 267,333 2.7

   評価・換算差額等 
   合計

157,680 1.6 393,311 3.8 267,333 2.7

   純資産合計 4,668,464 45.6 5,055,548 48.9 4,900,959 49.2

   負債純資産合計 10,248,177 100.0 10,339,517 100.0 9,957,840 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12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 5,225,804 100.0 5,153,304 100.0 10,221,593 100.0

Ⅱ 売上原価 2,592,829 49.6 2,679,102 52.0 5,153,927 50.4

   売上総利益 2,632,975 50.4 2,474,202 48.0 5,067,665 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,162,623 41.4 2,298,932 44.6 4,372,427 42.8

   営業利益 470,352 9.0 175,270 3.4 695,238 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 27,953 0.5 27,612 0.5 58,388 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 25,470 0.5 22,265 0.4 49,169 0.5

   経常利益 472,835 9.0 180,618 3.5 704,457 6.9

Ⅵ 特別利益 ※３ ─ ─ 8,402 0.1 5,830 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 11,508 0.2 7,411 0.1 16,601 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益

461,327 8.8 181,609 3.5 693,686 6.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

232,753 75,687 340,625

   法人税等調整額 △39,079 193,674 3.7 △4,510 71,177 1.4 △36,473 304,152 3.0

   中間(当期)純利益 267,652 5.1 110,432 2.1 389,534 3.8
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 399,454 440,090 440,090 10,000 2,779,055 695,550 3,484,605 4,324,149

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 360 360 360 720

 剰余金の配当 △81,738 △81,738 △81,738

 中間純利益 267,652 267,652 267,652

 別途積立金の積立 520,000 △520,000 ─ ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
360 360 360 520,000 △334,085 185,914 186,634

平成18年６月30日残高(千円) 399,814 440,450 440,450 10,000 3,299,055 361,465 3,670,520 4,510,784

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) ─ ─ 4,324,149

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 720

 剰余金の配当 △81,738

 中間純利益 267,652

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

157,680 157,680 157,680

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
157,680 157,680 344,315

平成18年６月30日残高(千円) 157,680 157,680 4,668,464
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当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 400,294 440,930 440,930 10,000 3,299,055 483,347 3,792,402 4,633,626

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ─

 剰余金の配当 △81,822 △81,822 △81,822

 中間純利益 110,432 110,432 110,432

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

─

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
─ ─ ─ ─ ─ 28,610 28,610 28,610

平成19年６月30日残高(千円) 400,294 440,930 440,930 10,000 3,299,055 511,957 3,821,012 4,662,236

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 267,333 267,333 4,900,959

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ─

 剰余金の配当 △81,822

 中間純利益 110,432

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

125,977 125,977 125,977

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
125,977 125,977 154,588

平成19年６月30日残高(千円) 393,311 393,311 5,055,548
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 399,454 440,090 440,090 10,000 2,779,055 695,550 3,484,605 4,324,149

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 840 840 840 1,680

 剰余金の配当 △81,738 △81,738 △81,738

 当期純利益 389,534 389,534 389,534

 別途積立金の積立 520,000 △520,000 ─ ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
840 840 840 ─ 520,000 △212,203 307,796 307,796

平成18年12月31日残高(千円) 400,294 440,930 440,930 10,000 3,299,055 483,347 3,792,402 4,633,626

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 4,324,149

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,680

 剰余金の配当 △81,738

 当期純利益 389,534

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

267,333 267,333 267,333

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
267,333 267,333 576,810

平成18年12月31日残高(千円) 267,333 267,333 4,900,959
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ａ 子会社株式及び関連会社株

式

移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ａ 子会社株式及び関連会社株

式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ａ 子会社株式及び関連会社株

式

同左

ｂ その他有価証券

(時価のないもの)

移動平均法による原価法

ｂ その他有価証券

(時価のないもの)

同左

ｂ その他有価証券

(時価のないもの)

同左

(2) デリバティブ取引

時価法

(2) デリバティブ取引

同左

(2) デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

主として移動平均法による原

価法

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については

定額法

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産について

は、３年均等償却

また、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物     ３～43年

工具器具備品 ２～15年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①建物（建物附属設備は除

く）   

a 平成10年３月31日以前に取

得したもの  

旧定率法  

b 平成10年４月１日から平成

19年３月31日までに取得した

もの  

旧定額法  

c 平成19年４月１日以降に取

得したもの  

定額法

②建物以外 
a 平成19年３月31日以前に取
得し たもの  
旧定率法  
b 平成19年４月１日以降に取
得し たもの  
定率法 
なお、取得価額が10万円以
上20万円未満の資産につい
ては、３年均等償却
また、主な耐用年数は次の
とおりであります

建物     ３～43年

工具器具備品 ２～15年

（減価償却方法の変更）
 平成19年度の法人税法の改正に
伴い、当中間会計期間より平成19
年４月１日以降に取得した資産に
ついて、改正後の法人税法に基づ
く方法に変更しております。  
 これによる、損益に与える影響
は軽微であります。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については

定額法

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産について

は、３年均等償却

また、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物     ３～43年

工具器具備品 ２～15年
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前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(2) 無形固定資産

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

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産について

は、３年均等償却

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左
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前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

中間会計期間に対応する部分

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

期に対応する部分を計上して

おります。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備

えるため、当中間期末の退職

給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間期末にお

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、数理計算上の差異に

ついては発生時に費用処理し

ております。

また、このほか執行役員の

退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末要

支給額の100％を計上してお

りましたが平成17年１月１日

以降、「執行役員退職慰労金

規程」を廃止し、従来計上し

た金額は原則退職時の支払に

備えることといたしました。

なお、その残高は17,948千円

であります。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備

えるため、当期末の退職給付

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、数理計算上の差異に

ついては発生時に費用処理し

ております。

また、このほか執行役員の

退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給

額の100％を計上しておりま

したが平成17年１月１日以

降、「執行役員退職慰労金規

程」を廃止し、従来計上した

金額は原則退職時の支払に備

えることといたしました。な

お、その残高は17,948千円で

あります。

(4) 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、内規に基づく中

間期末要支給額の100％を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額の100％を計上し

ております。

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用して

おります。ただし、振当処理

の要件を満たす為替予約につ

いては振当処理に、特例処理

の要件を満たす金利スワップ

については特例処理によって

おります。

５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ、

為替予約

ヘッジ対象…借 入 金、買 掛

金、未払金

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

主に当社の内規である「デ

リバティブ管理規則」に基づ

き、金利変動リスク及び為替

変動リスクをヘッジしており

ます。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュフロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価して

おります。ただし、特例処理

によっている金利スワップに

ついては、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

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(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」(企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第6号)を当中間会計

期間から適用しております。これ

による損益に与える影響はありま

せん。

───────
(固定資産の減損に係る会計基準) 

  当事業年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第

６号)を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

5,048千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき当該資産から直接控除してお

ります。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は4,510,784千円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸

借対照表は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

───────
(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)

  当事業年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は4,922,924千円

であります。 

 また、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。

（ストック・オプションに関する会

計基準等） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプションに関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第11号）を適用しております。

これによる、損益に与える影響はあ

りません。

───────
(ストック・オプション等に関する会

計基準等)

  当事業年度から「ストック・オ

プション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８号)及び

「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第

11号)を適用しております。これに

よる、損益に与える影響はありま

せん。

─ 56 ─



表示方法の変更 

  

 
  

  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

─────────

（中間貸借対照表）
前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「為替予約」については、当中間会計
期間において、総資産の５/100を超えたため、当中間会
計期間より区分掲記しております。なお、前中間会計期
間の「為替予約」は267,255千円であります。

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 リースアンドリユース取引は、従

来納品時に収益を計上しておりまし

たが、金額の重要性が増してきたた

め、当中間会計期間よりリース期間

に応じて収益を計上することとしま

した。この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ22,118千円少なく計上されており

ます。

───────
 リースアンドリユース取引は、従

来納品時に収益を計上しておりまし

たが、金額の重要性が増してきたた

め、当事業年度よりリース期間に応

じて収益を計上することとしまし

た。 

 この結果、従来の方法によった場

合と比較して、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ

31,132千円少なく計上されておりま

す。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

953,568千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,091,349千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,029,496千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 572,726千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,405,617
 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 559,891千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,398,668
 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 565,777千円

土地 648,541

差入保証金 184,349

 計 1,398,668

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内 
償還予定 
社債

100,000千円

１年内 
返済予定 
長期借入金

396,340

社債 1,300,000

長期借入金 1,030,730

 計 2,827,070  

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内
償還予定 
社債

550,000千円

１年内
返済予定 
長期借入金

414,420

長期借入金 616,310

 計 1,580,730

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年内 
返済予定 
社債

100,000千円

１年内 
返済予定 
長期借入金

355,960

社債 450,000

長期借入金 866,630

 計 1,772,590

なお、上記の他に、関係会社

株式1,954,701千円を関係会社の

借入金の担保に供しておりま

す。

─────── なお、上記の他に、関係会社

株式1,954,701千円を関係会社の

借入金の担保に供しておりま

す。

 

３ 偶発債務

次の関係会社等について、金

融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

保証先
金額 
(千円)

内容

㈱ＣＩＸＭ 32,494 借入債務

     

３ 偶発債務

次の関係会社等について、金

融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

保証先
金額
(千円)

内容

㈱ＣＩＸＭ 381,130 借入債務

 

３ 偶発債務

次の関係会社等について、金

融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

保証先
金額 
(千円)

内容

㈱ＣＩＸＭ 29,152 借入債務

４ 受取手形裏書譲渡高

126,439千円

４ 受取手形裏書譲渡高

60,652千円

４ 受取手形裏書譲渡高

97,880千円
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前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※５ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。 

 

※５ 消費税等の取扱い

同左

※５   ───────

 

 

 

 

      

※６   ─────── ※６ 中間期末日満期手形

 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をし

ております。なお、当中間会

計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間会

計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれており

ます。  

 受取手形    4,213千円

※６   ───────

─ 59 ─



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,489千円

受取配当金 218

賃貸収入 11,880

為替差益 2,596

什器負担金収入 3,776
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,732千円

受取配当金 218

賃貸収入 11,720

為替差益 7,125

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 5,288千円

受取配当金 218

賃貸収入 23,760

為替差益 7,611

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 15,902千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 13,381千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 30,472千円

※３   ──────

 

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

8,402千円

※３   ──────

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

903千円

店舗閉鎖損失 10,604
 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

7,411千円

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

947千円

減損損失 5,048

店舗閉鎖損失 10,604

５ 減価償却実施額

有形固定資産 75,585千円

無形固定資産 22,265

５ 減価償却実施額

有形固定資産 67,414千円

無形固定資産 21,276

５ 減価償却実施額

有形固定資産 153,307千円

無形固定資産 43,910
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  (中間株主資本等変動計算書関係) 

       自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     該当事項はありません。        
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(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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

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

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

 

(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

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)

車輌 
運搬具

11,271 3,569 7,702

 

(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

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)

車輌 
運搬具

11,271 5,823 5,448

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額

(千円)

車輌
運搬具

11,271 4,696 6,575

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1,878千円

１年超 4,884

 合計 6,763

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1,960千円

１年超 2,924

 合計 4,884

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 1,918千円

１年超 3,915

 合計 5,833

(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 1,101千円

減価償却費 
相当額

1,127

支払利息 
相当額

191

(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 1,101千円

減価償却費
相当額

1,127

支払利息
相当額

151

(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 2,202千円

減価償却費 
相当額

2,254

支払利息 
相当額

363

(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

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,847千円

１年超 1,523

 合計 3,371

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,872千円

１年超 9,418

 合計 13,290

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,690千円

１年超 4,879

 合計 7,569
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年６月30日) 

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。 

  

当中間会計期間末(平成19年６月30日) 

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。 

  

前事業年度末(平成18年12月31日) 

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。 
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(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 11,417円97銭 １株当たり純資産額 12,357円43銭 １株当たり純資産額 11,979円56銭

１株当たり中間純利益 654円85銭 １株当たり中間純利益 269円93銭 １株当たり当期純利益 952円83銭

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

635円80銭

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

263円25銭

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

925円71銭

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,668,464 5,055,548 4,900,959

純資産の部の合計額から控除する
金額(千円)

― ─ ─

普通株式に係る中間期末（期末）
の純資産額（千円）

4,668,464 5,055,548 4,900,959

普通株式の発行済株式数（株） 408,870 409,110 409,110

普通株式の自己株式数（株） ─ ─ ─

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（株）

408,870 409,110 409,110

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間損益計算書上の中間（当期)純
利益（千円）

267,652 110,432 389,534

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

267,652 110,432 389,534

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 408,721 409,110 408,817

中間（当期）純利益調整額 
（千円）

─ ─ ─

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の主要な内訳 
新株予約権（株）

12,249 10,394 11,979

普通株式増加数（株） 12,249 10,394 11,979

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)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

────── ─────── ───────
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(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

1.子会社設立について

平成18年８月３日開催の取締役会

において、子会社を設立することと

いたしました。

(1)設立の目的

2005年に当社がイタリア カッシ

ーナ社の発行済株式の20％取得した

際に、中国を含むアジア地域におい

て当社がカッシーナ製品の販売権を

取得することについて基本的合意い

たしました。中国への進出は、当社

が日本市場に限られていたカッシー

ナ製品のビジネスを水平的に拡大す

る足がかりと捉えています。今後、

建築家やデザイナーなどへの営業活

動と、富裕層をターゲットとしたシ

ョップでの販売を通じ、中国市場に

カッシーナブランドの浸透をはか

り、中国におけるインテリア環境の

向上と発展に貢献することを目的と

しています。

(2)子会社の概要
①商号 北京卡喜納家具商貿有限公

司
②代表者 董事長 月岡 和夫（当

社代表取締役社長）
③事業内容 家具等の販売
④資本金 85万ドル(当社100％出

資)
⑤設立年月日 平成18年８月７日 
⑥所在地 中華人民共和国 北京市
⑦決算期 12月31日

─────── ───────

2.控訴の提起について
(1)控訴を提起したもの
①社 名  Ｎｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.  
所在地  Ｖｉａ Ｔｏｍｍａｓ
ｏ Ｇｒｏｓｓｉ 2, Ｍｉｌａｎ
ｏ，Ｉｔａｌｙ  
代表者  Ｕｍｂｅｒｔｏ Ｃａ
ｓｓｉｎａ 

②社 名  ＦＡＣ ＤＥＶＥＬＯ
ＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ  
所在地  ９１ Ｒｕｅ ｄｅ 
Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａ
ｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ  
代表者  Ｍｉｃｈｅｌｅ Ｄｒ
ｏｕｙ 

③社 名  ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ  
所在地  ９１ Ｒｕｅ ｄｅ 
Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａ
ｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ  
代表者  Ｖｅｒｏｎｉｑｕｅ 
Ｍｏｒａｌｉ 

(2)控訴の提起があった裁判所およ
び年月日
イタリア国 ミラノ高等裁判所 
平成18年７月14日（送達は平成
18年８月１日）
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前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(3)控訴に至った経緯
控訴を提起したイタリア国法人Ｎ

ｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.(以下Ｎｕｒｏ)
とフランス国法人ＦＡＣ ＤＥＶＥ
ＬＯＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ（以下Ｆ
ＡＣ）は、イタリア国法人であるＣ
ａｓｓｉｎａ Ｓ.ｐ.Ａ.（以下Ｃ
ａｓｓｉｎａ）の株式を平成１７年
６月まで保有していた者でありま
す。同じく控訴を提起したフランス
国法人ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ（以下
ＦＩＭＡＬＡＣ）は、ＦＡＣの株式
を100％保有している持株会社であ
り、パリ証券取引所に株式を公開し
ております。  
 ＮｕｒｏおよびＦＡＣは、Ｃａｓ
ｓｉｎａ株式の全部をイタリア国Ｐ
ｏｌｔｒｏｎａ Ｆｒａｕ Ｓ.ｐ.
Ａ.（以下Ｆｒａｕ）に譲渡する契
約を締結し、当社はその後平成18年
６月にＦｒａｕとの間で株式総数の
20％を取得する契約を締結しまし
た。  
 Ｃａｓｓｉｎａの株式売買交渉の
過程では、一時期当社を主要なメン
バーとする日本のグループ（以下当
社グループ）がＣａｓｓｉｎａの全
株式を買収する意図をもって交渉を
行っておりましたが、諸々の理由か
ら、当社グループを主体とする株式
の買収を断念しました。その後当社
は、Ｆｒａｕが主体となってＣａｓ
ｓｉｎａの全株式を買収した後、当
社が同社株式の一部を取得すること
を内容とする基本合意に至りまし
た。Ｎｕｒｏ、ＦＡＣおよびＦＩＭ
ＡＬＡＣは、有力な売却先の候補と
考えていた当社が正当な理由なしに
交渉を放棄したこと、ならびにその
ことの通知を怠ったことなどから、
不利な交渉を強いられ不当に廉価な
金額での株式売却を余儀なくされた
として、当社グループを含む交渉相
手から暫定的に提示されていた金額
と最終売買金額との差額および交渉
に要した弁護士費用などの損害を被
ったとして、当社などを相手取って
イタリア国ミラノ地方裁判所に損害
賠償訴訟を提起いたしました。  
 この裁判については、ミラノ地方
裁判所にて平成18年４月６日に「原
告の請求を棄却する。」との当社勝
訴の判決が下されました。Ｎｕｒ
ｏ、ＦＡＣおよびＦＩＭＡＬＡＣ
は、この第一審判決を不服として控
訴を行ったものであります。 
(4)控訴の内容
①原判決を取り消せ。
②被控訴人は、控訴人に対して
41,057,261.70 ユーロ（約 60 億
円）を支払え。 （換算は平成18
年７月31日現在みずほコーポレ
ート銀行公示 ＴＴＭ146.48円
／ユーロを使用） 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(5)今後の見通し
第一審での判決によって、当社は

誠実に交渉を進めており、原告らに
よる請求はいずれも理由がないとす
る当社の主張が全面的に認められま
したので、同様に控訴審においても
当社の主張が認められるものと考え
ております。 
 なお、イタリア国ミラノ高等裁判
所において平成18年11月に控訴審が
行われる予定であります。
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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28期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)平成19年3月29日関東財務局長に提

出 
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該当事項はありません。 
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

株式会社カッシーナ・イクスシー 

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

社カッシーナ・イクスシーの平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

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

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、株式会社カッシーナ・イクスシー及び連結子会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６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 

  
 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  
  指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之  
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年９月２６日

株式会社カッシーナ・イクスシー 

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

社カッシーナ・イクスシーの平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１９年１月１日から平成１９年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

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

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

に準拠して、株式会社カッシーナ・イクスシー及び連結子会社の平成１９年６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１９年１月１日から平成１９年６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 

  
 （※）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。 

新 日 本 監 査 法 人 

  
  指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之  
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

株式会社カッシーナ・イクスシー 

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

社カッシーナ・イクスシーの平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間

（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

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

て、株式会社カッシーナ・イクスシーの平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成１８年１月１日から平成１８年６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 

  
 （※）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。 

み す ず 監 査 法 人 

  
  指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之  
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年９月２６日

株式会社カッシーナ・イクスシー 

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

社カッシーナ・イクスシーの平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第２９期事業年度の中間会計期間

（平成１９年１月１日から平成１９年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

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

て、株式会社カッシーナ・イクスシーの平成１９年６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１９年１月１日から平成１９年６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 

  
 （※）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。 

新 日 本 監 査 法 人 

  
  指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 黒 澤 誠 一 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之  
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