
 
 

－ 31 － 
    

平成 18 年 9 月期  個別中間財務諸表の概要 
平成 18 年 5月 26 日 

会 社 名 株式会社日本マイクロニクス          上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ６８７１                   本社所在都道府県      東京都 
（ＵＲＬ http://www.mjc.co.jp） 
代  表  者  役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 長谷川 義榮 
問い合わせ先  責任者役職名 専務取締役管理本部長 
        氏    名 倉澤  亨          ＴＥＬ（0422）21－2665（代表） 
決算取締役会開催日  平成 18 年 5 月 26 日          中間配当制度の有無  有 
中間配当支払開始日      －              単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 
 
 

１．18 年 3 月中間期の業績（平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
(1) 経営成績                                    （百万円未満切捨） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
18 年 3 月中間期 
17 年 3 月中間期 

百万円     ％ 
12,793   （    11.2 ） 
11,509   （    40.4 ） 

百万円     ％ 
1,401   （  108.4 ） 
672   （  △8.3 ） 

百万円     ％ 
1,459   （   95.5 ） 
746   （  △1.5 ） 

17 年 9 月期 24,468 1,958 2,169 
 

 中間(当期)純利益 
1 株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり中間(当期)純利益 

 
18 年 3 月中間期 
17 年 3 月中間期 

百万円    ％ 
854   （    97.4 ） 
433   （    0.9 ） 

    円  銭  
92   83 
49   34 

    円  銭  
91   93 
48   59 

17 年 9 月期 1,441 157   11 154   75 
(注) 1．期中平均株式数 18 年 3 月中間期 9,209,712 株 17 年 3 月中間期 8,779,230 株 17 年 9 月期 8,822,300 株 
   2．会計処理の方法の変更  無 
   3．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 配当状況 

 
1 株当たり 
中間配当金 

1 株当たり 
年間配当金  

 
18 年 3 月中間期 
17 年 3 月中間期 

     円  銭  
   0   00 
   0   00 

     円  銭  
―― 
―― 

 

17 年 9 月期 ――    35   00  
 
(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 
 
18 年 3 月中間期 
17 年 3 月中間期 

百万円  
31,264 
21,813 

百万円  
17,746 
10,923 

％ 
56.8 
50.1 

     円  銭  
1,783   06 
1,237   24 

17 年 9 月期 25,212 11,950 47.4 1,331   77 
(注) 1．期末発行済株式数 18 年 3 月中間期 9,952,853 株 17 年 3 月中間期 8,828,767 株 17 年 9 月期 8,932,249 株 
   2．期末自己株式数  18 年 3 月中間期 53,476 株    17 年 3 月中間期 277,562 株   17 年 9 月期 174,080 株 
 
２．18 年 9 月期の業績予想（平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

通  期 
百万円 

29,000 
百万円 

3,200 
百万円 

2,000 
円  銭 

20  00 
円  銭 
20  00 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 100 円 47 銭 
(注) 平成 18 年 7 月 1 日付をもって 1株につき 2株の株式分割を実施いたします。上記 1株当たり年間配当金及び 1株

当たり予想当期純利益(通期)の算出につきましては、当該株式分割を考慮しております。 
 
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によっ 
て予想数値と異なる場合があります。 
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６．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 
 

 
 前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年９月30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  2,678,004   6,482,239   3,672,622   

２．受取手形  67,189   94,778   90,596   

３．売掛金  6,676,587   10,592,597   8,428,019   

４．たな卸資産  3,396,337   3,261,018   2,602,429   

５．その他 ※3 638,563   674,025   913,535   

貸倒引当金  △94,285   △150,851   △77,768   

流動資産合計   13,362,397 61.3  20,953,808 67.0  15,629,434 62.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1)建物 ※2 2,876,706   3,177,421   3,254,331   

(2)機械装置  945,102   1,510,204   1,150,233   

(3)土地 ※2 1,428,131   1,521,937   1,436,101   

(4)建設仮勘定  106,006   84,397   146,099   

(5)その他  454,370   438,276   426,413   

有形固定資産合計  5,810,317   6,732,237   6,413,179   

２．無形固定資産  67,671   790,280   785,400   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,890,842   2,283,561   1,772,434   

(2)その他  692,936   514,361   623,575   

貸倒引当金  △10,400   △9,646   △11,660   

投資その他の資産合計  2,573,378   2,788,277   2,384,349   

固定資産合計   8,451,368 38.7  10,310,796 33.0  9,582,930 38.0 

資産合計   21,813,766 100.0  31,264,604 100.0  25,212,365 100.0 
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 前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年９月30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  3,861,707   1,498,948   3,941,590   

２．買掛金  1,467,158   4,471,103   1,688,164   

３．短期借入金 ※2 1,171,900   1,629,200   1,467,150   

４．１年内償還予定社債  －   60,000   30,000   

５．未払法人税等  447,539   697,407   759,037   

６．賞与引当金  398,169   535,819   554,700   

７．その他  1,404,650   1,702,509   1,564,831   

流動負債合計   8,751,125 40.1  10,594,987 33.9  10,005,474 39.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  －   540,000   570,000   

２．長期借入金 ※2 990,300   1,036,200   1,480,800   

３．退職給付引当金  650,439   718,396   693,113   

４．役員退職慰労引当金  474,408   502,471   488,119   

５．長期未払金  24,148   16,099   24,148   

６．その他  －   109,869   －   

固定負債合計   2,139,296 9.8  2,923,036 9.3  3,256,180 12.9 

負債合計   10,890,421 49.9  13,518,024 43.2  13,261,655 52.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,555,050 11.7  5,018,350 16.1  2,555,050 10.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  3,306,657   5,769,957   3,306,657   

資本剰余金合計   3,306,657 15.2  5,769,957 18.5  3,306,657 13.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  116,700   116,700   116,700   

２．任意積立金  3,900,000   4,900,000   3,900,000   

３．中間(当期)未処分利益  617,544   1,063,681   1,607,639   

利益剰余金合計   4,634,244 21.3  6,080,381 19.4  5,624,339 22.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   678,749 3.1  937,082 3.0  624,181 2.5 

Ⅴ 自己株式   △251,358 △1.2  △59,191 △0.2  △159,519 △0.6 

資本合計   10,923,344 50.1  17,746,580 56.8  11,950,709 47.4 

負債・資本合計   21,813,766 100.0  31,264,604 100.0  25,212,365 100.0 

           



 
 

－ 34 － 
    

(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
    至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
    至 平成17年９月30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   11,509,166 100.0 12,793,469 100.0  24,468,703 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,100,150 70.4 8,465,869 66.2  16,797,707 68.6 

売上総利益   3,409,015 29.6 4,327,599 33.8  7,670,996 31.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,736,691 23.8 2,926,218 22.8  5,712,426 23.4 

営業利益   672,324 5.8 1,401,381 11.0  1,958,569 8.0 

Ⅳ 営業外収益 ※1  97,078 0.9 107,295 0.8  264,242 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※2  22,747 0.2 49,278 0.4  52,876 0.2 

経常利益   746,655 6.5 1,459,397 11.4  2,169,936 8.9 

Ⅵ 特別利益   1,463 0.0 2,014 0.0  110,258 0.4 

Ⅶ 特別損失   120 0.0 13,606 0.1  84,410 0.3 

税引前中間(当期)純利益   747,997 6.5 1,447,805 11.3  2,195,785 9.0 

法人税、住民税及び事業税  361,400   605,300  965,000 

法人税等調整額  △46,538 314,861 2.7 △12,442 592,857 4.6 △210,304 754,695 3.1 

中間(当期)純利益   433,135 3.8 854,947 6.7  1,441,089 5.9 

前期繰越利益   191,440  240,011   191,440 

自己株式処分差損   7,031  31,277   24,889 

中間(当期)未処分利益   617,544  1,063,681   1,607,639 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

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）を採用して

おります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（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。 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

②時価のないもの 

同左 

 

③投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出

資（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。 

 (2)デリバティブ 

原則として、時価法によって

おります。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)たな卸資産 

製品・仕掛品（プローブカー

ド・検査機器等） 

個別法による原価法を採用

しております。 

半製品・原材料・仕掛品（プ

ローブ針） 

月別総平均法による原価法

を採用しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用して

おります。 

(3)たな卸資産 

製品・仕掛品（プローブカー

ド・検査機器等） 

同左 

 

半製品・原材料・仕掛品（プ

ローブ針等） 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(3)たな卸資産 

製品・仕掛品（プローブカー

ド・検査機器等） 

同左 

 

半製品・原材料・仕掛品（プ

ローブ針等） 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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(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      17年～38年 

機械装置     2年～10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、社内における利用可

能期間（5年）に基づく定額法を

採用しております。 

(2)無形固定資産 
同左 

(2)無形固定資産 
同左 

３．繰延資産の処理方法 ――――― 新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

――――― 

 ――――― ――――― 社債発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 
同左 

(1)貸倒引当金 
同左 

 (2)賞与引当金 

従業員の賞与支払いに備える

ため、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間に負担する額を

計上しております。 

(2)賞与引当金 
同左 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与支払いに備える

ため、将来の支給見込額のうち

当事業年度に負担する額を計上

しております。 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。 

  （会計方針の変更） 

当中間会計期間より「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正」(企業会計基準第3号 平成

17年3月16日)及び「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」(企業会計基準

適用指針第7号 平成17年3月16

日)を適用しております。この変

更による当中間会計期間の損益

に与える影響は軽微でありま

す。 

 

 (4)役員退職慰労引当金          

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

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出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

５．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

外貨建有価証券（その他有価

証券）は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換

算差額は全部資本直入法により

処理しております。 

同左 

 

外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

外貨建有価証券（その他有価

証券）は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差

額は全部資本直入法により処理

しております。 

６．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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

７．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。また、金利スワップに

ついて特例処理の要件を充たし

ている場合には特例処理を採用

しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 
同左 

(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 

ヘッジ対象・・借入金 

(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 

 (3)ヘッジ方針 

当社の社内管理規程に基づき

借入金に対する利息の確定を目

的として金利スワップを行って

おります。また、投機を目的と

したデリバティブ取引は行わな

い方針であります。 

(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 

ヘッジ対象とヘッジ手段の重

要な条件が一致していることを

事前テストで確認し、また、半

期毎にその有効性が継続してい

ることを事後テストで確認して

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 

８．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 

 
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 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

   至 平成17年９月30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。 

――――――― 
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表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表関係） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となるこ

と及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間会

計期間から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第2条2項により有価証券とみなされるもの）を投資

有価証券として表示する方法に変更しました。 

なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる当該出資の

額は207,056千円であり、前中間会計期間における投資その他の資

産の「その他」に含まれる当該出資の額は196,016千円であります。 

――――――― 
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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17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

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

 4,499,657千円 
  

 
 4,955,887千円 

  

 
 4,641,266千円 

  
※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産 
 

建物 645,634千円 

土地 716,367 

計 1,362,001 
  

 
建物 1,379,549千円 

土地 955,706 

計 2,335,256 
  

 
建物 1,409,472千円 

土地 955,706 

計 2,365,178 
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 
 

短期借入金 856,300千円 

長期借入金 642,900 

計 1,499,200 
  

 
短期借入金 1,180,400千円 

長期借入金 882,500 

計 2,062,900 

上記には長期借入金392,000千円及び

短期借入金108,000千円に対する登記留

保分（土地239,339千円及び建物770,122

千円）が含まれております。 

 
短期借入金 687,850千円 

長期借入金 1,192,700 

計 1,880,550 

上記には長期借入金446,000千円及び

短期借入金54,000千円に対する登記留

保分（土地239,339千円及び建物782,429

千円）が含まれております。 
※３．消費税等の取り扱い ※３．消費税等の取り扱い ※３．    ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

同左  

 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 217千円 

受取配当金 2,410   

ロイヤリティ収入 56,263   
 

受取利息 608千円 

受取配当金 4,016 

ロイヤリティ収入 60,743 
 

受取利息 541千円 

受取配当金 83,425   

ロイヤリティ収入 113,610   
 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 14,362千円 
 

支払利息 15,281千円 

新株発行費 30,890 
 

支払利息 

社債発行費 
28,121千円 

  20,000 
 

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 

有形固定資産 319,826千円 

無形固定資産 8,789 
 

有形固定資産 335,289千円 

無形固定資産 11,097 
 

有形固定資産 678,435千円 

無形固定資産 18,794 
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（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

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 

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 

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 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

機械装置 181,872 141,476 40,395 

その他
(有形固
定資産) 

297,250 189,119 108,131 

その他
(無形固
定資産) 

135,278 58,939 76,338 

合計 614,401 389,535 224,865 

  

 

 
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 148,922 139,659 9,262 

その他
(有形固
定資産) 

206,716 149,866 56,850 

その他
(無形固
定資産) 

147,307 76,684 70,622 

合計 502,946 366,210 136,735 

  

 

 
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 161,722 138,871 22,850 

その他
(有形固
定資産) 

271,174 190,957 80,217 

その他
(無形固
定資産) 

163,587 75,783 87,803 

合計 596,484 405,612 190,871 

  
２．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 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

1年内 115,614千円 

1年超 121,719   

合計 237,334   
  

 
1年内 78,432千円 

1年超 66,656   

合計 145,088   
  

 
1年内 109,896千円 

1年超 91,246   

合計 201,142   
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

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 71,618千円 

減価償却費相当額 63,726   

支払利息相当額 5,953   
  

 
支払リース料 102,531千円 

減価償却費相当額 92,477   

支払利息相当額 5,822   
  

 
支払リース料 138,923千円 

減価償却費相当額 123,750   

支払利息相当額 11,285   
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間、当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） 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

    至 平成17年９月30日） 
 
1株当たり純資産額 1,237.24円 

1株当たり中間純利益金額 49.34円 

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額      
48.59円 

 

 
1株当たり純資産額 1,783.06円 

1株当たり中間純利益金額 92.83円 

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額      
91.93円 

 

 
1株当たり純資産額 1,331.77円 

1株当たり当期純利益金額 157.11円 

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額           
154.75円 

 
（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

1株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 433,135 854,947 1,441,089 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 55,000 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （－） （－） （55,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 433,135 854,947 1,386,089 

期中平均株式数（株） 8,779,230 9,209,712 8,822,300 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

(うち支払利息(税額相当額控除後))(千円) （－） （－） （－） 

(うち事務手数料(税額相当額控除後))(千円) （－） （－） （－） 

普通株式増加数（株） 134,196 89,805 134,662 

（うち新株予約権）（株） （134,196） （89,805） （134,662） 

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16年10月１日 
   至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

    至 平成17年９月30日） 

───── 平成18年5月26日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行いたします。 

１．平成18年7月1日付をもって普通株式1株

につき2株に分割いたします。 

(1)分割により増加する株式数 

普通株式 10,006,329株 

(2)分割方法 

平成18年6月30日最終株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株

主の所有株式数を、1株につき2株の割合

をもって分割いたします。 

２． 配当起算日 

平成18年7月1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年

度における1株当たり情報並びに当期首に

行われたと仮定した場合の当中間会計期

間における1株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前中間会計
期間 

当中間会計
期間 前事業年度 

1株当たり 
純資産額 
618.62円 

 
1株当たり 
中間純利益 
金額 

24.67円 
 
潜在株式調
整後1株当た
り中間純利
益金額 

24.30円 

1株当たり 
純資産額 
891.53円 

 
1株当たり 
中間純利益 
金額 

46.42円 
 
潜在株式調
整後1株当た
り中間純利
益金額 

45.97円 

1株当たり 
純資産額 
665.89円 

 
1株当たり 
当期純利益 
金額 
78.56円 

 
潜在株式調
整後1株当た
り当期純利
益金額 
77.37円 

 

───── 

 
（当中間会計期間の発行済株式数の増加） 

公募による新株式発行 

(1)発行株式数   900,000 株 

(2)発行価格   １株につき 5,771 円 

(3)発行価額   １株につき 5,474 円 

(4)資本組入額  １株につき 2,737 円 


