
１．平成18年10月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  54円41銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

平成18年10月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年６月23日

会社名 エー・ディ・エム株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 3335 本社所在都道府県 大阪府 

(URL http://www.adm.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役社長  

  氏名 山﨑 浩生 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長 

  氏名 小林 隆英 ＴＥＬ  （06）6244－2701 

決算取締役会開催日 平成18年６月23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）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 9,167 ( 3.7 ) 78 (△70.3) 71 (△69.5)

17年10月中間期 8,838 (△12.7) 263 (△59.6) 235 (△62.4)

17年10月期 17,929 (△12.8) 381 (△62.2) 418 (△53.8)

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 3 (△97.5) 1 06

17年10月中間期 137 (△61.3) 42 55

17年10月期 233 (△54.2) 68 99

（注）①期中平均株式数 18年10月中間期 3,230,000株 17年10月中間期 3,230,000株 17年10月期 3,230,000株

②会計処理の方法の変更 有 

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であります。

  

(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 

 

 円 銭 円 銭

18年10月中間期 ― ―     ――――――  

17年10月中間期 ― ―     ――――――  

17年10月期     ―――――― 22 00  

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 7,408 3,835 51.8 1,187 61

17年10月中間期 7,371 3,825 51.9 1,184 24

17年10月期 7,079 3,921 55.4 1,210 68

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 3,230,000株 17年10月中間期 3,230,000株 17年10月期 3,230,000株

②期末自己株式数 18年10月中間期 － 株 17年10月中間期 － 株 17年10月期 － 株

２．平成18年10月期の業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

期末   

    百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭

通 期 20,046   335   179   22 00 22 00
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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４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年10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   966,492 463,002   434,536 

２ 受取手形 ※３ 907,565 1,086,949   834,096 

３ 売掛金   2,930,315 3,024,044   3,431,471 

４ たな卸資産   1,780,355 1,939,193   1,434,243 

５ その他 ※２ 113,117 236,962   216,631 

貸倒引当金   △3,021 △3,440   △2,754 

流動資産合計     6,694,825 90.8 6,746,711 91.1   6,348,225 89.7

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産 ※１ 41,798 33,681   37,739 

２ 無形固定資産   12,582 14,056   15,331 

３ 投資その他の資産         

(1）投資有価証券   239,074 228,056   239,359 

(2）その他   400,230 393,001   455,329 

貸倒引当金   △17,407 △7,250   △16,223 

投資その他の資産合計   621,896 613,807   678,465 

固定資産合計     676,277 9.2 661,545 8.9   731,536 10.3

資産合計     7,371,102 100.0 7,408,257 100.0   7,079,761 100.0 

          

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形 ※３ 2,360 －   2,380 

２ 買掛金   1,414,814 1,692,394   1,423,211 

３ 短期借入金   700,000 700,000   500,000 

４ １年以内返済予定の長期借
入金 

  272,700 150,600   175,100 

５ １年以内償還予定の社債   80,000 200,000   200,000 

６ 未払法人税等   104,018 56,969   2,524 

７ 賞与引当金   65,663 68,738   73,214 

８ その他   131,706 241,912   224,525 

流動負債合計     2,771,262 37.6 3,110,614 42.0   2,600,955 36.7
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前中間会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年10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
（％）

Ⅱ 固定負債        

１ 社債   290,000 90,000  90,000 

２ 長期借入金   175,600 25,000  92,400 

３ 退職給付引当金   29,792 32,931  29,126 

４ 役員退職慰労引当金   110,310 121,730  116,200 

５ その他   169,020 191,987  229,921 

固定負債合計     774,722 10.5 461,648 6.2   557,648 7.9

負債合計     3,545,985 48.1 3,572,263 48.2   3,158,603 44.6

（資本の部）        

Ⅰ 資本金     560,330 7.6 560,330 7.5   560,330 7.9

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   775,180 775,180  775,180 

２ その他資本剰余金   624 624  624 

資本剰余金合計     775,804 10.5 775,804 10.5   775,804 11.0

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   9,000 9,000  9,000 

２ 任意積立金 1,940,000 2,140,000  1,940,000 

３ 中間（当期）未処分利益 460,646 278,424  556,695 

利益剰余金合計   2,409,646 32.7 2,427,424 32.8   2,505,695 35.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   79,336 1.1 72,436 1.0   79,328 1.1

資本合計   3,825,117 51.9 3,835,994 51.8   3,921,157 55.4

負債資本合計   7,371,102 100.0 7,408,257 100.0   7,079,761 100.0 
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(2）中間損益計算書 

   
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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    8,838,384 100.0 9,167,175 100.0   17,929,550 100.0

Ⅱ 売上原価    7,911,627 89.5 8,398,907 91.6   16,171,719 90.2

売上総利益    926,756 10.5 768,267 8.4   1,757,831 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    663,012 7.5 689,833 7.5   1,376,707 7.7

営業利益    263,744 3.0 78,434 0.9   381,123 2.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   5,127 0.1 14,960 0.2   79,500 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   33,804 0.4 21,809 0.3   41,911 0.2

経常利益    235,067 2.7 71,586 0.8   418,713 2.3

Ⅵ 特別利益 ※３   16,473 0.1 － －   16,740 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   1,200 0.0 27,849 0.3   1,200 0.0

税引前中間（当期）純利
益 

   250,341 2.8 43,736 0.5   434,254 2.4

法人税、住民税及び事業
税 

 100,313 52,539  177,635 

法人税等調整額  12,562 112,876 1.2 △12,241 40,297 0.5 23,105 200,740 1.1

中間（当期）純利益    137,464 1.6 3,438 0.0   233,513 1.3

前期繰越利益    323,182 274,985    323,182

中間（当期）未処分利益    460,646 278,424    556,695
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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11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  中間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。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部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。 

時価のないもの 

同左 

  

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

  時価法を採用しておりま

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 

商品 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

(3）たな卸資産 

商品 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物      ３～15年 

工具器具備品  ４～８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 

  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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額基準によ

り計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(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。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

  (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

末要支給額を計上しておりま

す。 

４．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。 

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。 

５．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 

６．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、為替変動リスクのヘ

ッジについて振当処理の要件

を満たしている場合には振当

処理を、金利スワップについ

て特例処理の要件を満たして

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

ッジ方針 

  主に当社の内規である「デ

リバティブ取引規程」に基づ

き、金利変動リスク、為替変

動リスクをヘッジしておりま

す。なお、デリバティブ取引

は実需の範囲で行っており、

投機目的で行うことはありま

せん。ヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針 

  主に当社の内規である「デ

リバティブ取引規程」に基づ

き、金利変動リスク、為替変

動リスクをヘッジしておりま

す。なお、デリバティブ取引

は実需の範囲で行っており、

投機目的で行うことはありま

せん。当期にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手

段は以下のとおりでありま

す。 

  ａ ヘッジ手段 

為替予約、通貨オプション

ａ ヘッジ手段 

同左 

ａ ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建仕入債務及び外貨

建予定取引 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

  ｂ ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ ヘッジ手段 

－ 

ｂ ヘッジ手段 

金利スワップ 

  ヘッジ対象 

借入金 

ヘッジ対象 

－ 

ヘッジ対象 

借入金 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

  (3）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引については、

ヘッジ方針に基づき、同一通

貨で同一時期の為替予約を締

結しているため、その後の為

替相場の変動による相関関係

が確保されていますので、そ

の判定をもって有効性の判定

に代えております。また、金

利スワップは、特例処理の要

件を満たしておりますので、

その判定をもって有効性の判

定に代えております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引については、

ヘッジ方針に基づき、同一通

貨で同一時期の為替予約を締

結しているため、その後の為

替相場の変動による相関関係

が確保されていますので、そ

の判定をもって有効性の判定

に代えております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約取引については、

ヘッジ方針に基づき、同一通

貨で同一時期の為替予約を締

結しているため、その後の為

替相場の変動による相関関係

が確保されていますので、そ

の判定をもって有効性の判定

に代えております。また、金

利スワップは、特例処理の要

件を満たしておりますので、

その判定をもって有効性の判

定に代えております。 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

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 
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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の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

──── （固定資産の減損に係る会計基準） ──── 

  当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる税引前中間純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

      

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が3,946千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が3,946千

円減少しております。 

──── 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」 （平成

16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が8,463千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が8,463千

円減少しております。 
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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17年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度末 
（平成17年10月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
29,139千円

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
37,761千円

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
34,563千円

※２ 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、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。  

※２ 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、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。  

※２      ─────  

  

 ※３ 中間期末日満期手形 

中間期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

中間期末日満期手形が中間期末残高に含

まれております。 

   受取手形  78,551千円 

   支払手形   2,360千円 

 ※３ 中間期末日満期手形 

中間期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

中間期末日満期手形が中間期末残高に含

まれております。 

   受取手形  70,357千円 

 ※３         ───── 

  ４ 保証予約 

連結子会社の仕入債務に対し保証予約

を行っております。 

  エー・ディ・エム・シンガポール・プラ

イベート・リミテッド 9,587千円 

  ４ 保証予約 

連結子会社の仕入債務に対し保証予約

を行っております。 

  エー・ディ・エム・シンガポール・プラ

イベート・リミテッド   50千円 

  ４ 保証予約 

連結子会社の仕入債務に対し保証予約

を行っております。 

  エー・ディ・エム・シンガポール・プラ

イベート・リミテッド  945千円 

  ５ 貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 ―  千円

差引額 2,000,000千円

  ５ 貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,800,000千円

  ５ 貸出コミットメント 

  当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミ

ットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当期末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,800,000千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

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

受取利息 1,819千円 受取利息 1,783千円

受取手数料 10,743 

受取利息 3,852千円

受取手数料 8,279 

為替差益 62,753 

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

支払利息 5,812千円

社債利息 2,142 

金銭債権売却損 7,554 

為替差損 17,002 

支払利息 2,568千円

社債利息  1,643 

金銭債権売却損  6,139 

為替差損  2,928 

支払手数料  6,855 

支払利息 9,440千円

社債利息 4,016 

金銭債権売却損 15,265 

支払手数料 10,658 

    

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

保険収入差額 14,495千円

    

    保険収入差額 14,495千円

貸倒引当金戻入益 2,245  

※４      ─────  ※４ 特別損失のうち主要なもの 

関係会社株式評価損 24,860千円

減損損失 1,529 

※４      ─────  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,295千円

無形固定資産 1,253 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,420千円

無形固定資産 1,795 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,719千円

無形固定資産 2,892 
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① リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(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) 

有形固定資
産(工具器具
備品) 

27,822 13,892 13,930 

無形固定資
産(ソフトウ
ェア) 

70,200 25,470 44,730 

合計 98,022 39,362 58,660 

  

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) 

有形固定資
産(工具器具
備品) 

27,822 19,205 8,617

無形固定資
産(ソフトウ
ェア) 

70,200 39,510 30,690

合計 98,022 58,715 39,307

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) 

有形固定資
産(工具器具
備品) 

27,822 16,548 11,273

無形固定資
産(ソフトウ
ェア) 

70,200 32,490 37,710

合計 98,022 49,038 48,983

(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等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,314千円

１年超 40,060千円

合計 59,375千円

１年内 19,208千円

１年超 20,852千円

合計 40,060千円

１年内 19,456千円

１年超 30,296千円

合計 49,753千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 10,040千円

減価償却費相当額 9,676千円

支払利息相当額 488千円

支払リース料 10,040千円

減価償却費相当額 9,676千円

支払利息相当額 347千円

支払リース料 20,080千円

減価償却費相当額 19,353千円

支払利息相当額 906千円

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,026千円

１年超 1,368千円

合計 2,394千円

１年内 1,026千円

１年超 342千円

合計 1,368千円

１年内 1,026千円

１年超 855千円

合計 1,881千円

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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② 有価証券 

前中間会計期間末（平成17年４月30日現在） 

 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18年４月30日現在） 

 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（平成17年10月31日現在） 

 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。 

（１株当たり情報） 

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

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額 1,184.24円

１株当たり中間純利益

金額 
42.55円

１株当たり純資産額 1,187.61円

１株当たり中間純利益

金額 
1.06円

１株当たり純資産額 1,210.68円

１株当たり当期純利益

金額 
68.99円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日)

中間（当期）純利益（千円） 137,464 3,438 233,513 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 10,650 

（うち利益処分による役員賞与金） 

（千円） 
－ － (10,650) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
137,464 3,438 222,863 

期中平均株式数（株） 3,230,000 3,230,000 3,230,000 
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７．役員の異動 
  

 （１）代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

 （２）その他の役員の異動 

 ① 取締役の異動（平成18年５月１日付） 

常務取締役       山本 政男   （旧 取締役顧問） 

西日本本部営業本部長 

  

 ② 退任取締役  （平成18年６月23日付） 

取締役相談役      出口 信博 
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