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１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 22,611 1.6 1,294 0.0 1,267 △4.0

17年６月中間期 22,263 6.4 1,294 29.2 1,320 34.6

17年12月期 43,926 2,223 2,253

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６月中間期 752 △1.2 23 72

17年６月中間期 761 40.9 23 97

17年12月期 1,309 41 00

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 31,732,720株 17年６月中間期 31,766,503株 17年12月期 31,757,831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）財政状態  

  総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 74,136 36,226 48.9 1,141 88

17年６月中間期 67,902 34,693 51.1 1,092 45

17年12月期 71,788 35,914 50.0 1,131 26

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 31,725,513株 17年６月中間期 31,757,850株 17年12月期 31,741,291株

②期末自己株式数 18年６月中間期 3,379,625株 17年６月中間期 3,347,288株 17年12月期 3,363,847株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 46,000 2,350 1,350

(参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　42円 55銭 

３. 配当状況 

 ・現金配当  1株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間 

17年12月期 4.00 4.00 8.00

18年12月期（実績） 4.00 －
8.00

18年12月期（予想） － 4.00

（注）18年６月中間期中間配当金内訳　　記念配当　－円 －銭　　特別配当　－円 －銭

※　上記業績予想は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、今後様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。
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５．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６月30日）

当中間会計期間末

（平成18年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

   （平成17年12月31日）

区分

注記

番号 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円) 金額（百万円）

構成比

（％）

資産の部      

Ⅰ　流動資産      

  １．現金及び預金  2,679 2,765  86 2,494

  ２．受取手形 ※４ 2,404 2,697  293 2,003

  ３．売掛金  5,319 5,092  △227 5,609

  ４．割賦債権  14,291 17,035  2,744 15,954

  ５．営業貸付金  4,731 5,026  295 4,706

  ６．商品  639 672  33 449

  ７．繰延税金資産  139 104  △35 90

  ８. その他  1,050 1,073  23 1,190

  ９．貸倒引当金  △116 △129  △13 △127

   流動資産合計  31,140 45.9 34,338 46.3 3,198 32,372 45.1

Ⅱ　固定資産      

 (1) 有形固定資産      

   １. 賃貸資産 ※１ 29,310   29,832    29,935   

   ２．リース資産処分損

       引当金  △460 28,850 △370 29,462  612 △360 29,575

   ３. 社用資産 ※１ 2,000 1,942  △58  1,967

   有形固定資産合計  30,851 45.4 31,405 42.4 554 31,542 43.9

 (2) 無形固定資産  1,109 1.6 802 1.1 △307 947 1.3

 (3) 投資その他の資産        

   １. 投資有価証券  3,182   6,442   3,260 5,934  

   ２．繰延税金資産  1,173  802   △371 575  

   ３．その他  708   568   △140 712   

   ４. 貸倒引当金  △267   △223   44 △297   

   投資その他資産合計   4,796 7.1  7,590 10.2 △2,794  6,924 9.6

   固定資産合計  36,757 54.1 39,798 53.7 3,041 39,415 54.9

Ⅲ　繰延資産      

  １．社債発行費  4 －  △4 －

   繰延資産合計  4 0.0 － － △4 － －

   資産合計  67,902 100.0 74,136 100.0 6,234 71,788 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間会計期間末

（平成18年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

   （平成17年12月31日）

区分

注記

番号 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円) 金額（百万円）

構成比

（％）

負債の部      

Ⅰ　流動負債      

 １．支払手形  4,629 4,614  △15 4,116

 ２．買掛金  3,288 3,734  446 3,776

 ３．短期借入金  4,750 10,351  5,601 5,450

 ４．一年以内償還予定の

     社債  2,467 －  △2,467 2,467

 ５．一年以内返済長期借

     入金 

 ※２

 2,511 2,804  293 2,806

 ６．未払法人税等  270 559  289 32

 ７. 賞与引当金  139 150  11 210

 ８. その他  1,792 1,966  174 1,937

   流動負債合計  19,849 29.2 24,180 32.6 4,331 20,796 29.0

Ⅱ　固定負債      

 １．社債  4,000 4,000  － 4,000

 ２．長期借入金 ※２ 7,719 8,042  323 9,243

 ３．退職給付引当金  346 353  7 343

 ４．役員退職慰労引当金  98 108  10 105

 ５．受取保証金  593 501  △92 552

 ６．その他  600 722  122 831

   固定負債合計  13,358 19.7 13,729 18.5 371 15,077 21.0

   負債合計  33,208 48.9 37,910 51.1 4,702 35,873 50.0

         

資本の部      

Ⅰ　資本金  10,758 15.8 － － △10,758 10,758 15.0

Ⅱ　資本剰余金      

 １．資本準備金  6,675 －   △6,675 6,675  

 ２．その他資本剰余金       

  (1)資本金及び資本準備

     金減少差益  2,000 －   △2,000 2,000  

  (2)自己株式処分差益  0 －   0 0  

   資本剰余金合計  8,676 12.8 － － △8,676 8,676 12.1

Ⅲ　利益剰余金      

 １．利益準備金  1,014  －   △1,014 1,014  

 ２．任意積立金      

　 (1）固定資産圧縮積立

　     金

 ※１

 55 －   △55 55  

 　(2）別途積立金  13,000  －   △13,000 13,000  

 ３．中間（当期）未処分

     利益  1,012  －   △1,012 1,433  

   利益剰余金合計  15,082 22.2 － － △15,082 15,502 21.6

Ⅳ　その他有価証券評価差

 　 額金  1,157 1.7 － － △1,157 1,972 2.7

Ⅴ　自己株式  △980 △1.4 － － 980 △995 △1.4

   資本合計  34,693 51.1 － － △34,693 35,914 50.0

   負債資本合計  67,902 100.0 － － △67,902 71,788 100.0
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　前中間会計期間末

（平成17年６月30日）

　当中間会計期間末

（平成18年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

   （平成17年12月31日）

区分

注記

番号 金額（百万円）

構成比

（％） 金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円) 金額（百万円）

構成比

（％）

純資産の部          

Ⅰ　株主資本          

 １. 資本金   － －  10,758 14.5 10,758 － －

 ２. 資本剰余金           

  (1) 資本準備金  －   6,675   6,675 －  

　(2）その他資本剰余金  －   2,001   2,001 －  

     資本剰余金合計  － － 8,676 11.7 8,676  － －

 ３．利益剰余金          

　(1）利益準備金  －   1,014   1,014 －  

　(2）その他の利益剰余金            

      固定資産圧縮積立金 ※１ －   55   55 －   

      別途積立金  －   14,000   14,000 －   

      繰越利益剰余金  －   1,052   1,052 －   

     利益剰余金合計   － －  16,121 21.7 16,121  － －

 ４．自己株式   － －  △1,012 △1.3 △1,012  － －

      株主資本合計   － －  34,544 46.6 34,544  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

 １．その他有価証券評価

     差額金   － －  1,701 2.3 1,701  － －

 ２. 繰延ヘッジ損益   －   △19 △0.0 △19  －  

　  評価・換算差額等合計   －   1,682 2.3 1,682  －  

    純資産合計   － －  36,226 48.9 36,226  － －

    負債純資産合計   － －  74,136 100.0 74,136  － －
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(2) 中間損益計算書

  

　   前中間会計期間

 (自　平成17年１月１日

 至　平成17年６月30日)

　   当中間会計期間

 (自　平成18年１月１日

 至　平成18年６月30日)

対前中間

期比

前事業年度の要約損益計算書

 (自　平成17年１月１日

 至　平成17年12月31日)

区分

注記

番号 金額（百万円）

百分比

（％） 金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円) 金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高  22,263 100.0 22,611 100.0 348 43,926 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 19,716 88.6 19,965 88.3 249 38,886 88.5

      売上総利益  2,547 11.4 2,645 11.7 98 5,039 11.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１ 1,253 5.6 1,351 6.0 98 2,816 6.4

      営業利益  1,294 5.8 1,294 5.7 0 2,223 5.1

Ⅳ　営業外収益 ※２ 84 0.4  57 0.3 △27  140 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※３ 57 0.3 84 0.4 27 109 0.3

      経常利益  1,320 5.9 1,267 5.6 △53  2,253 5.1

Ⅵ　特別利益 ※４ 25 0.1 － － △25  25 0.1

      税引前中間(当期）純

      利益  1,346 6.0  1,267 5.6 △79 2,279 5.2

      法人税、住民税及び

      事業税  230 575   345 525

      法人税等調整額  355 585 2.6 △60 515 2.3 △415 445 970 2.2

      中間（当期）純利益  761 3.4 752 3.3 △9 1,309 3.0

      前期繰越利益  251 － － 251

      中間配当額  － － － 127

      中間（当期）未処分

 　　 利益  1,012 － － 1,433
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  (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年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

自己株式
資本準備
金

その他資
本剰余金

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

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

 繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
10,758 6,675 2,000 8,676 1,014 55 13,000 1,433 15,502 △995

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）        △126 △126  

利益処分による役員賞与（百

万円）
       △7 △7  

中間純利益（百万円）        752 752  

自己株式の取得（百万円）          △17

自己株式の処分（百万円）   0 0      0

別途積立金の積立       1,000 △1,000 ―  

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― 0 0 ― ― 1,000 △381 618 △17

平成18年６月30日　残高

（百万円）
10,758 6,675 2,001 8,676 1,014 55 14,000 1,052 16,121 △1,012

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

 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

（百万円）
33,942 1,972 ― 1,972 35,914

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円） △126    △126

利益処分による役員賞与

（百万円） 
△7    △7

中間純利益（百万円） 752    752

自己株式の取得（百万円） △17    △17

自己株式の処分（百万円） 0    0

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）

（百万円）

― △270 △19 △289 △289

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
601 △270 △19 △289 311

平成18年６月30日　残高

（百万円）
34,544 1,701 △19 1,682 36,226
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法

　（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しておりま

す。）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法

　（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しておりま

す。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

(3）デリバティブ

　時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）賃貸資産

①　リース資産

　リース期間を償却年数とし、

リース期間満了時の適正残存価

額を見積り、これを基とした定

額法基準によっております。

(1）賃貸資産

①　リース資産

同左

(1）賃貸資産

①　リース資産

同左

②　レンタル資産

　定率法

②　レンタル資産

同左

②　レンタル資産

同左

(2）社用資産

　定率法

(2）社用資産

同左

(2）社用資産

同左

(3）無形固定資産

　（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(3）無形固定資産

　（ソフトウェア）

同左

(3）無形固定資産

　（ソフトウェア）

同左

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

　商法施行規則の規定に基づき３年

間で毎期均等額を償却することとし

ております。

社債発行費

――――――――  

社債発行費

　商法施行規則の規定に基づき３年

間で毎期均等額を償却することとし

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）リース資産処分損引当金

　リース資産の処分損失に備える

ため、リース資産の処分損失見積

額を計上しております。

(2）リース資産処分損引当金

同左

(2）リース資産処分損引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、支給見込額を計上しており

ます。

(4）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。

　なお、退職給付債務は簡便法に

基づいて計算しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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。

なお、退職給付債務は簡便法に

基づいて計算しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上しており

ます。なお、この引当金につきま

しては商法施行規則第43条に規定

するものであります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、内規に基づく当中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。 

　なお、平成18年２月15日開催の取

締役会において、平成18年３月30日

をもって退職慰労制度を廃止するこ

ととし、本総会終結時までの在任期

間中の職務遂行の対価部分相当額を、

役員退職慰労引当金として計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

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。なお、

この引当金につきましては商法施

行規則第43条に規定するものであ

ります。

５．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　為替予約等の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債権債務につ

いては当該為替予約等の円貨額に換

算しております。

  ―――――――― 　為替予約等の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債権債務につ

いては当該為替予約等の円貨額に換

算しております。

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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、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

理を行ない、振当処理の要件を満

たす通貨スワップについては振当

処理を行なっております。

　また、「リース業における金融

商品会計基準適用に関する当面の

会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会　業種別監査委

員会報告第19号　平成12年11月

14日）に定める負債の包括ヘッジ

については、同報告に基づく処理

によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、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

理を行っております。

 　また、「リース業における金

融商品会計基準適用に関する当面

の会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会　業種別監

査委員会報告第19号　平成12年

11月14日）に定める負債の包括

ヘッジについては、同報告に基づ

く処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、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

理を行ない、振当処理の要件を満

たす通貨スワップについては振当

処理を行なっております。

  また、「リース業における金融

商品会計基準適用に関する当面の

会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会　業種別監査委

員会報告第19号　平成12年11月

14日）に定める負債の包括ヘッジ

については、同報告に基づく処理

によっております。 
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ取引及び通貨ス

ワップ取引

ヘッジ対象

　借入金及び外貨建社債

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ取引

ヘッジ対象

　借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ取引及び通貨ス

ワップ取引

ヘッジ対象

　借入金及び外貨建社債

(3）ヘッジ方針及び有効性評価の方

法

　金利及び為替変動等の財務リス

クをコントロールする目的でデリ

バティブ取引を利用しており、投

機目的の取引は行なっておりませ

ん。

　金利スワップをヘッジ手段、借

入金をヘッジ対象とする個別ヘッ

ジ及び通貨スワップをヘッジ手段、

外貨建社債をヘッジ対象とする個

別ヘッジについては、金利・期間

等の重要な条件が同一であること

をもって、ヘッジの有効性を評価

しております。

　また、負債の包括ヘッジについ

てはヘッジ対象となる負債等につ

いて、ヘッジ手段となるデリバ

ティブ取引の想定元本がヘッジ対

象の範囲内に収まっている事を検

証することでヘッジの有効性を評

価しております。

(3）ヘッジ方針及び有効性評価の方

法

　金利及び為替変動等の財務リス

クをコントロールする目的でデリ

バティブ取引を利用しており、投

機目的の取引は行なっておりませ

ん。

　金利スワップをヘッジ手段、借

入金をヘッジ対象とする個別ヘッ

ジについては、金利・期間等の重

要な条件が同一であることをもっ

て、ヘッジの有効性を評価してお

ります。

　また、負債の包括ヘッジについ

てはヘッジ対象となる負債等につ

いて、ヘッジ手段となるデリバ

ティブ取引の想定元本がヘッジ対

象の範囲内に収まっている事を検

証することでヘッジの有効性を評

価しております。

(3）ヘッジ方針及び有効性評価の方

法

　金利及び為替変動等の財務リス

クをコントロールする目的でデリ

バティブ取引を利用しており、投

機目的の取引は行なっておりませ

ん。

　金利スワップをヘッジ手段、借

入金をヘッジ対象とする個別ヘッ

ジ及び通貨スワップをヘッジ手段、

外貨建社債をヘッジ対象とする個

別ヘッジについては、金利・期間

等の重要な条件が同一であること

をもって、ヘッジの有効性を評価

しております。

　また、負債の包括ヘッジについ

てはヘッジ対象となる負債等につ

いて、ヘッジ手段となるデリバ

ティブ取引の想定元本がヘッジ対

象の範囲内に収まっている事を検

証することでヘッジの有効性を評

価しております。

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

(1）リース取引のリース料収入の計

上方法

　リース契約期間に基づくリース

契約上の収受すべき月当たりの

リース料を基準として、その経過

期間に対応するリース料を計上し

ております。

(1）リース取引のリース料収入の計

上方法

同左

(1）リース取引のリース料収入の計

上方法

同左

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び

割賦原価の計上方法

　割賦販売取引については、商品

引渡時にその総額を割賦債権に計

上し、支払期日到来の都度、割賦

売上高及びこれに対応する割賦原

価を計上しております。

　なお、支払期日未到来の割賦債

権に対応する割賦未実現利益は繰

延経理しております。

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び

割賦原価の計上方法

同左

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び

割賦原価の計上方法

同左

－ 40 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3）金融費用の計上方法

　金融費用は、営業収益に対応す

る金融費用とその他の金融費用を

区分計上することとしております。

　その配分方法は、総資産を営業

取引に基づく資産とその他の資産

に区分し、その資産残高を基準と

して営業資産に対応する金融費用

は資金原価として売上原価に、そ

の他の資産に対応する金融費用を

営業外費用に計上しております。

　なお、資金原価は、営業資産に

かかる金融費用からこれに対応す

る預金の受取利息等を控除して計

上しております。

(3）金融費用の計上方法

同左

(3）金融費用の計上方法

同左

(4）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、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。

(4）消費税等の会計処理

同左

 

(4）消費税等の会計処理

同左

 

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

                   至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成17年１月１日

                   至　平成18年６月30日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において区分掲記しておりました流動資産「未収入

金」は、金額が僅少となったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することといたしました。

　なお、当中間会計期間の「その他」に含まれている「未収入金」は

1百万円であります。

──────────── 
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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６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１(1）有形固定資産の減

価償却累計額
53,793百万円

※１(1）有形固定資産の減

価償却累計額
   51,922百万円

※１(1）有形固定資産の減

価償却累計額
   52,250百万円

(2）固定資産の取得価額から控除した圧

縮記帳額

(2）固定資産の取得価額から控除した圧

縮記帳額

(2）固定資産の取得価額から控除した圧

縮記帳額

建物 42百万円

土地 44百万円

 計 87百万円

建物  42百万円

土地   44百万円

 計   87百万円

建物 　 42百万円

土地   44百万円

 計   87百万円

※２　担保に供している資産及び対応する債

務

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及び対応する債

務

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及び対応する債

務

(1）担保に供している資産

リース債権 3,514百万円 リース債権  373百万円 リース債権 3,349百万円

(2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務

長期借入金（一年

以内返済を含む）
280百万円

社債発行に対する

銀行保証
2,467百万円

計 2,747百万円

長期借入金（一年

以内返済を含む）
   250百万円

社債発行に対する

銀行保証
　－百万円

計      250百万円

長期借入金（一年

以内返済を含む）
   265百万円

社債発行に対する

銀行保証
     2,467百万円

計      2,732百万円

３　リース・割賦販売取引等に基づく預り

手形

３　リース・割賦販売取引等に基づく預り

手形

３　リース・割賦販売取引等に基づく預り

手形

リース契約にもと

づく担保預り手形
1,703百万円

割賦販売契約にも

とづく担保預り手

形

2,875百万円

その他の担保預り

手形
333百万円

リース契約にもと

づく担保預り手形
    1,522百万円

割賦販売契約にも

とづく担保預り手

形

     3,536百万円

その他の担保預り

手形
   76百万円

リース契約にもと

づく担保預り手形
  1,689百万円

割賦販売契約にも

とづく担保預り手

形

   3,498百万円

その他の担保預り

手形
  185百万円

※４　　　　―――――――― ※４　　　　―――――――― ※４　決算期末日満期手形の会計処理につい

て

　当事業年度末日は金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。

　当事業年度末日満期手形は次のとおり

であります。

  受取手形    267百万円

リース契約にもと

づく担保預り手形
  30百万円

割賦販売契約にも

とづく担保預り手

形

  83百万円

その他の担保預り

手形
 1百万円

  ――――――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

　また、従来の資本の部の合計に相当する金額

は36,207百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間財務諸表規則に

より作成しております。

  ――――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 5,366百万円

無形固定資産 232百万円

有形固定資産 5,361百万円

無形固定資産 196百万円

有形固定資産 10,757百万円

無形固定資産 457百万円

※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの

受取利息 1百万円

受取配当金 28百万円

受取利息 1百万円

受取配当金 48百万円

受取利息 3百万円

受取配当金 58百万円

※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの

支払利息 24百万円

社債発行費 4百万円

支払利息 42百万円 支払利息 49百万円

※４　特別利益のうち主なもの ※４　　　　―――――――― ※４　特別利益のうち主なもの

役員退職慰労引当金

戻入益

25百万円 役員退職慰労引当金

戻入益

25百万円

   ――――――――  （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。

　これによる損益に与える影響はありません。

   ――――――――
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（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高

（単位：百万円）

情報・事務用機器 産業・土木・建設機械 その他 合計

取得価額 13,094 41,689 29,079 83,863

減価償却累計額 8,014 30,508 15,061 53,585

中間期末残高 5,079 11,181 14,017 30,278

(2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 １年超 合計
（転貸リース取引はありません。）

10,425百万円 21,159百万円 31,585百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 6,559百万円

減価償却費 5,541百万円

受取利息相当額 726百万円

(4）受取利息相当額の算定方法

　受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高

（単位：百万円）

情報・事務用機器 産業・土木・建設機械 その他 合計

取得価額 10,926 39,081 32,041 82.049

減価償却累計額 7,364 27,589 16,617 51,570

中間期末残高 3,561 11,492 15,424 30,478

(2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 １年超 合計
（転貸リース取引はありません。）

10,160百万円 21,555百万円 31,716百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 6,529百万円

減価償却費 5,503百万円

受取利息相当額 690百万円

(4）受取利息相当額の算定方法

　受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。
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前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

（単位：百万円）

情報・事務用機器 産業・土木・建設機械 その他 合計

取得価額 11,942 40,343 30,463 82,750

減価償却累計額 7,697 28,786 15,516 52,001

期末残高 4,244 11,557 14,946 30,748

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計
（転貸リース取引はありません。）

10,395百万円 21,507百万円 31,903百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 13,144百万円

減価償却費 11,097百万円

受取利息相当額 1,435百万円

(4）受取利息相当額の算定方法

　受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

　子会社株式およ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６月30日）

　子会社株式およ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17年12月31日）

　子会社株式およ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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６．部門別売上高明細表
 （単位：百万円未満切捨）

区別

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

    至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

    至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

    至　平成17年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

通信機材売上高 11,797 53.0 11,699 51.7 22,637 51.5

賃貸料収入 6,559 29.5 6,533 28.9 13,144 29.9

割賦売上高 3,031 13.6 3,553 15.7 6,450 14.7

その他の売上高 874 3.9 825 3.7 1,694 3.9

合計 22,263 100.0 22,611 100.0 43,926 100.0

リース・割賦・営業貸付金契

約実行高
12,254 － 12,562 － 24,649 －
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