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１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （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 24,244 2.8 1,391 0.6 1,374 △2.6

17年６月中間期 23,595 6.0 1,383 27.2 1,411 32.2

17年12月期 46,852 2,383 2,392

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 778 △0.8 24 54  －

17年６月中間期 784 39.9 24 71  －

17年12月期 1,325 41 35  －

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 －百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 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

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態  

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 75,341 36,736 48.4 1,157 94

17年６月中間期 69,094 34,936 50.6 1,100 08

17年12月期 73,133 36,152 49.4 1,138 59

（注）期末発行済株式数（連結） 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

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年６月中間期 △96 △1,021 938 2,976

17年６月中間期 △440 △113 1,092 3,149

17年12月期 △1,423 △1,480 3,448 3,155

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．18年12月期の連結業績予想（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 49,000 2,470 1,370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　43円　18銭

※　上記連結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。

なお、上記の業績予想に関する事項については、添付資料の６ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社３社で構成されております。

　主な事業としては、情報通信関連事業では情報通信機材の内外からの仕入・販売ならびに情報通信の施工工事を行っ

ており、リース事業では情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器等を主な

内容としたリース及び割賦販売等を行っております。

　当社と関係会社の上記２部門に係る位置付は次の概要図の通りであります。

 
お 得 意 先 

リース 

情報通信事業 リース事業 

（子会社） 
南海電設㈱ 

機材販売 

機材販売 

機材販売 工事請負 

技術支援 

（子会社） 
タキオン㈱ 

（子会社） 
ｻﾝﾄﾚｲﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

サンテレホン株式会社 
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２．経営方針
(1）経営基本方針

　当社グループは、情報通信関連の機材専門商社として、またリース関連事業の先駆的企業として、常にお客様の側

に立った発想と積極果敢な取組みを行うことで、時代のニーズに迅速にお応えしてまいりました。

　従来型の産業構造や価値観が大きく変化する時代にあって、今後とも豊富な経営資源を有効に活用しながら経営基

盤の一層の強化と発展を図り、企業価値の向上に努め、株主の皆様の期待に応えてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、長期的な視点から将来の事業展開を考慮し、内部留保の充実により企業体質の強化を図るとともに、株主

各位に対しましても安定的な配当を継続することを基本方針としております。

　なお、内部留保資金につきましては、優良営業資産の取得に充当するなど、経営基盤強化のため有効活用し、さら

なる株主価値の増大に努めてまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は資本市場における個人投資家の参加促進が、資本市場の活性化に重要であると認識しており、会社情報の適

正な開示を通じて会社の実状をお伝えすることを基本とし、個人株主を意識した施策を検討、実施してまいりました。

　投資単位の引き下げについては、個人投資家の資本市場への参画を加速し、株式の流動性を高める有効な施策のひ

とつでありますので、今後とも株式市場の動向、当社の株価推移等を勘案しつつ、適宜検討してまいりたいと考えて

おります。

(4）目標とする経営指標

　当社は中長期経営計画「プランＪ」の最終年度である2007年度において売上高550億円、経常利益30億円、株主資本

当期純利益率（ＲＯＥ）で５％の達成を目標としております。

(5）中期的経営戦略および対処すべき課題

　「変化を先取りし、独自のマーケットを創造する高付加価値企業を目指す」のビジョンのもと、2007年度を最終年

度とする中長期経営計画「プランＪ」を2003年度よりスタートさせており、全社をあげてこれらに取り組んでおりま

す。

　情報通信部門では、今後一層の発展と成長が期待される、ブロードバンドやユビキタスネットワーク関連分野にお

けるIP通信、遠隔医療、ネットコマースやネット家電等の新たな動向に的確・迅速に対応し、いち早くユーザーニー

ズをつかみ、他に先んじた製品の提供、販路の拡大が課題と考え、通信インフラ市場への積極果敢な受注活動を行っ

てまいります。また、これまで培ってきたネットワークに関する技術に留まらず、人材育成および体制をより一層強

化し、技術サポート業務の充実を図ってまいります。そしてこれまでの製品を流通させるためのサポート業務からネッ

トワークの構築、ネットセキュリティの確保等、システムインテグレーション事業へと発展させて、その基盤を確立

し、新しい収益の柱の構築を目指してまいります。

  一方のコア事業であるリース部門では、顧客のニーズ、顧客の満足に応えられる価値あるサービスを常に追求し、

それに対応できる営業推進体制の一層の強化を図り、優良資産の増強及び収益力の強化に努めてまいります。また、

メーカー・商社等、他産業とも広範な業務提携を推進し、販売チャネルの多様化・強化を図り、セキュリティ関連等

新しい商材や、中古市場を睨んだ新しいマーケットへの進出、フィービジネスの拡大にも積極的に取り組んでまいり

ます。更なる飛躍を目指し、金融サービス商品の開発等コーディネート志向の営業展開を推進し、収益の強化と新し

い事業の確立、拡充を行ってまいります。

　また、商社機能・金融機能等、各コア事業の持つそれぞれの機能や経営資源を融合し、独自性を高めて新たな事業

展開を目指し、今後益々両事業間のコラボレーションを高め、グループ全体の経営効率の向上を図ってまいります。
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  なお、上記の中期的経営戦略の一環として、平成18年7月31日開催の当社取締役会において、株式会社クインランド

キャピタルの株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。

　当該社は大証ヘラクレス上場の株式会社クインランドの完全子会社でリース等各種ファイナンス事業を展開してお

りましたが、81％にあたる株式を当社が買い受け、当社の連結子会社となります（残り19％を引き続き株式会社クイ

ンランドが保有）。

  これにより、リース部門においては、法人向けリース・割賦等既存事業の基盤拡充に加え、株式会社クインランド

キャピタルの有する個人顧客向けの金融機能と、交通・住宅・娯楽・教育・食の5大消費市場で事業展開し業容の拡大

を続けるクインランドグループの顧客資産を取り込むことにより、新たな収益機会の増大を図ってまいります。さら

に、情報通信部門の「情報通信機器等ハードウェアの供給力」、株式会社クインランドの「ITエンジニアリング技術

力・Webマーケティング力」というお互いの強みを活かし、最大限のシナジー効果を発揮し両社の更なる発展のため、

今後包括的な事業上の協業を検討してまいります。

【株式会社クインランドキャピタルの概要】

（１）商　　　　　号  　株式会社クインランドキャピタル

（２）代　　表　　者  　代表取締役社長　亀岡　哲昭

（３）所　　在　　地  　広島県福山市丸之内2-9-13

（４）設 立 年 月 日  　昭和61年11月27日

（５）事 業 の 内 容  　リース等各種ファイナンス事業

（６）決　　算　　期  　6月30日（平成17年度より変更）

（７）資　　本　　金  　3,000万円（平成18年6月30日現在）

（８）売　　上　　高  　3,322百万円（平成17年3月期）

(6）親会社等に関する事項

 当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に支えられて、民間企業の設備投資の増加や雇用情勢

の改善が進み、個人消費も底堅く推移し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

　このような環境のもと、情報通信部門では、都市部におけるオフィスビルや商業施設、マンション等のネットワー

クインフラ需要および通信会社の光ファイバー網構築に伴う機材の受注拡大に積極的に取り組んでまいりました。し

かしながら新規大型オフィスビル案件の一巡や原材料価格の高騰に伴い、ケーブリング関連商材やネットワーク構築

用関連機器、機材においては、厳しい受注獲得競争が展開されました。そこで、仕入施策を充実させ、安定価格での

商品提供による顧客の囲い込みを行い、利益の確保に注力してまいりました。また内部情報漏えい対策や入退室管理

システム等、セキュリティ関連商材の提案においては、販売店網の構築および拡販に注力してまいりました。以上の

結果、情報通信部門の当中間連結会計期間の売上高は前年同期比1.9%増の134億76百万円となりました。

　一方、リース部門では「収益の増強」、「資産の増強」を目標に、業績回復が見られる工作機械や収益性の高い輸

送用機器・土木建設機械業界等、重点分野への取り組みを強化してまいりました。また、当社の強みを発揮する新た

な分野を開拓すべく、情報通信部門と連携したパッケージリースの商品化やユーザー向け金融商品の開発にも注力し

てまいりました。その結果、当中間連結会計期間のリース・割賦・営業貸付取引の契約実行高は前年同期比2.5%増の

125億90百万円、売上高は前年同期比3.8%増の107億67百万円となりました。

　これにより、当社グループの当中間連結会計期間の連結業績は、売上高は242億44百万円（前年同期比2.8%増）とな

りました。損益面につきましては、今後の業容の拡大に備え人材の増強に注力し販管費が増えたため、その結果経常

利益は13億74百万円（前年同期比2.6%減）中間純利益は7億78百万円（前年同期比0.8%減）となりました。

　当社の中間配当金につきましては、平成18年８月９日開催の取締役会におきまして、１株につき４円と決定させて

いただきました。

(2）財政状態

①　当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間末の総資産は賃貸資産、割賦債権等の増加により前中間連結会計期間末と比較して62億47百万

円増加し、753億41百万円となりました。純資産は367億36百万円で、自己資本比率は48.4%となっております。

　当中間連結会計期間末の営業活動によるキャッシュ・フローは96百万円の減少となりました。これは主として賃貸

資産の取得57億７百万円および割賦債権の増加による10億80百万円の支出によるものであり、前年同期比では３億44

百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは10億21百万円の減少となりました。これは主とし

て投資有価証券の取得による支出９億64百万円によるものであり、前年同期比では９億８百万円の減少となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは９億38百万円の増加となりまた。これは主として短期・長期借入金の純

増によるものであり、前年同期比では１億54百万円の減少となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末にお

ける現金及び現金同等物の残高は29億76百万円となりました。

　また、平成18年６月16日開催の取締役会におきまして、借入金の返済およびリース資産の購入を目的として第三者

割当による新株予約権の発行を決議いたしましたが、同年６月22日に当社の株主から本新株予約権のオプション価額

は有利発行でかつ本件は不公正発行であるという主旨の仮処分の申し立てがなされました。同年６月30日、東京地方

裁判所は、公正なオプション価額算定にあたり、新株予約権の取得価額を一定の前提条件に則って割り戻した価値に

修正したことは、有利発行となると一応認めることができるとし、仮に差し止めるとの決定がなされました。当社の

主張が認められなかったことは遺憾ではありましたが、当社といたしましては裁判所の判断を尊重し、同日、取締役

会にて本新株予約権の発行の中止を決議いたした次第であります。なお、この発行によって予定しておりました借入

金の返済ならびにリース資産の購入については、借入金の新規調達等により代替しております。
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②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 
平成16年12月期

中間

平成17年12月期

中間

平成18年12月期

中間

平成16年12月期

期末

平成17年12月期

期末

 自己資本比率（％） 50.3 50.6 48.4 51.0 49.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 31.9 39.3 37.9 28.1 47.6

 債務償還年数（年） 4.6 － － 5.9 －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.6 － － 10.1 －

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

 ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 ３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 中間期間末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

４．インタレスト・カバレッジレシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しています。

※　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸

借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。また利払いについては、連結キャッシュ・

フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

※　平成17年12月期中間、平成17年12月期期末及び平成18年12月期中間につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償

還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。

(3）通期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格の高騰、金利の動向など不安材料はありますが、景気回復は引き続き底堅く推移す

るものと思われます。

　このような環境のもと、情報通信部門では、ネットワーク構築用関連機器、機材の拡販に注力するとともに、IP、

セキュリティ、無停止サーバシステムを中心とした付加価値の高いシステムインテグレーション事業の受注拡大に努

め、一層の向上を図ります。

　一方リース部門は引き続き、収益性の高い重点分野への取り組みをさらに強化し、工作機械業界等の成長分野や成

長企業に対し、効果的な提案型営業を展開し、優良資産の積み上げに注力して、売上げの増強を図ってまいります。

また、リース会計基準の変更を見据えた商品開発にも注力してまいります。

　こうした活動を通じて、下半期におきましても、両コア事業の営業基盤を更に磐石なものとし、グループ全体で更

なる業績向上・収益強化を実現してまいります。

　以上の結果、平成18年度通期の見通しは次の通りであります。

【連結】

売上高　　　　　49,000百万円

経常利益　　　　 2,470百万円

当期純利益　　　 1,370百万円

【単独】

売上高　　　　　46,000百万円

経常利益　　　　 2,350百万円

当期純利益　　　 1,350百万円
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を下記に記載しております。ただし、これらは当社グループの事業に関するすべてのリスクを

網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。当社グループの事業並びに財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況は、これらリスク要因のいずれによっても著しい悪影響を受ける可能性

があります。なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成18年８月９日現在において判

断したものであります。

 ① 経済状況の変動によるリスク

　当社グループの主要事業である情報通信事業及びリース事業の業績及び財政状態は、主に国内の経済状況の影響を

受けます。

　情報通信事業においては、技術革新が急速であり、保有する在庫の陳腐化等により業績に悪影響を及ぼすリスクを

負っています。

　一方、リース事業においては、民間設備投資額やリース設備投資額の動向が大きく変動した場合には、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

 ② 業績変動に関するリスク

　（イ）価格変動及び価格競争について

 　情報通信業界の市場規模は急速な拡大を続け、他社との競合が激しくなっており、商品・サービスの低価格化

傾向が続いております。当社グループでは、仕入施策の強化による競合他社との差別化や競争力の向上に努めて

おりますが、想定外の製品価格の変動や、価格競争の激化がさらに進んだ場合、当社グループの業績及び財政状

態に影響を与える可能性があります。

　（ロ）金利変動リスク

 金利変動リスクは資産運用と資金調達のミスマッチによって発生するリスクであります。

　当社グループ借入金の一部には変動金利で調達しているものがあり、当該金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ等を利用しヘッジに努めておりますが、当社グループの業績は、リース債権の契約時の金利水準とそ

の後の市場金利水準との乖離により影響を受ける可能性があります。

　（ハ）信用リスク

 当社グループが行うリース事業は、長期の信用供与業であり、顧客からリース料等の全額を回収して初めて収

益が確保されます。ただし、顧客に信用破綻等の不測の事態が発生した場合は、対象リース物件の売却や他の顧

客へのリース転用等により可能な限り債権の回収をはかることになります。

　当社グループは、慎重な与信管理、対象物件の査定及び営業資産の分散による信用リスクの極小化に努めてお

りますが、不良債権等が著しく増加した場合には、貸倒コスト等の増大により当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ③ その他のリスク

　（イ）災害等による影響

　当社グループは、自然災害等の発生に備えてバックアップシステムの構築や、定期的な災害防止検査及び設備点

検を行っておりますが、あらゆる災害等を完全に防備出来るとは限りません。

　たとえば、当社グループの本社機能・商品管理センターは関東地区（本社は東京都中央区、商品管理センターは

埼玉県越谷市）にあり、これらの地区において大規模な災害が発生し通信ネットワーク等に障害が発生した場合に

は、本社機能、物流機能等が著しく低下する可能性があります。

　（ロ）個人情報に関するリスク

　当社グループは業務遂行上、多数の個人情報等を有しております。これらの情報の機密保持には細心の注意を

払っており、また、その管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態によって、万が一情報が社外に流出する

事態が生じた場合、当社グループの社会的信用を低下させ、その対応のために発生する多額の費用や、企業イメー

ジの低下が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　（ハ）制度変更に伴うリスク

　当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準を基に、事業活動を行っておりますが、将来におい

て、これらの諸制度が大幅に変更された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　（ニ）大株主による株式処分の影響

　資金運用目的で当社に投資している大株主等が、戦略上の理由等で保有株式数を減少させるような場合には、

当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の要約連結貸
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   3,152   2,978  △174  3,158  

２．受取手形及び売掛金 ※４  8,111   8,340  229  7,975  

３．割賦債権   14,291   17,035  2,744  15,954  

４．営業貸付金   4,731   5,026  295  4,706  

５．たな卸資産   722   778  56  545  

６．繰延税金資産   122   89  △33  74  

７．その他   1,062   1,083  21  1,194  

８．貸倒引当金   △116   △128  △12  △126  

流動資産合計   32,077 46.4  35,204 46.7 3,127  33,483 45.8

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産            

１．賃貸資産 ※１ 29,383   29,913    30,004   

２．リース資産処分損引
当金

 △460 28,923  △370 29,543  620 △360 29,644  

３．社用資産
※１
※２  2,047   1,989  △58  2,017  

有形固定資産合計   30,970 44.8  31,533 41.9 563  31,661 43.3

(2）無形固定資産   1,163 1.7  852 1.1 △311  1,000 1.4

(3）投資その他の資産            

１．投資有価証券  3,210   6,480   3,270 5,968   

２．繰延税金資産  1,271   901   △370 671   

３．その他 ※３ 686   615   △71 668   

４．貸倒引当金  △290   △246   44 △320   

投資その他資産合計   4,878 7.1  7,751 10.3 2,873  6,987 9.5

固定資産合計   37,012 53.6  40,137 53.3 3,125  39,649 54.2

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   69,094 100.0  75,341 100.0 6,247  73,133 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の要約連結貸
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．支払手形及び買掛金   8,217   8,736  519  8,349  

２．短期借入金   4,750   10,351  5,601  5,450  

３．一年以内償還予定の社
債

  2,467   －  △2,467  2,467  

４．一年以内返済長期借入
金

※２  2,511   2,804  293  2,806  

５．未払法人税等   309   616  307  68  

６．賞与引当金   207   218  11  278  

７．その他   1,817   1,990  173  1,960  

流動負債合計   20,280 29.4  24,716 32.8 4,436  21,379 29.3

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   472   486  14  473  

４．役員退職慰労引当金   120   133  13  128  

５．受取保証金   594   502  △92  553  

６．その他   600   722  122  831  

固定負債合計   13,506 19.5  13,888 18.4 382  15,231 20.8

負債合計   33,787 48.9  38,605 51.2 4,818  36,610 50.1

            

少数株主持分            

少数株主持分   371 0.5  － － △371  369 0.5

            

資本の部            

Ⅰ　資本金   10,758 15.6  － － △10,758  10,758 14.7

Ⅱ　資本剰余金   8,676 12.6  － － △8,676  8,676 11.9

Ⅲ　利益剰余金   15,323 22.2  － － △15,323  15,736 21.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,159 1.6  － － △1,159  1,976 2.7

Ⅴ　自己株式   △980 △1.4  － － 980  △995 △1.4

資本合計   34,936 50.6  － － △34,936  36,152 49.4

負債、少数株主持分及び
資本合計

  69,094 100.0  － － △69,094  73,133 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の要約連結貸
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 14.3 10,758 － －

２　資本剰余金  － － 8,676 11.5 8,676 － －

３　利益剰余金  － － 16,376 21.7 16,376 － －

４　自己株式  － － △1,012 △1.3 △1,012 － －

株主資本合計  － － 34,798 46.2 34,798 － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額
金

 － － 1,705 2.3 1,705 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △19 △0.0 △19 － －

評価・換算差額等合計  － － 1,686 2.3 1,686 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 250 0.3 250 － －

純資産合計  － － 36,736 48.8 36,736 － －

負債純資産合計  － － 75,341 100.0 75,341 － －
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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17年１月１日

至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

対前中間

期比

前連結会計年度の要約連結

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   23,595 100.0  24,244 100.0 649  46,852 100.0

Ⅱ　売上原価   20,640 87.5  21,178 87.4 538  41,021 87.6

売上総利益   2,955 12.5  3,065 12.6 110  5,830 12.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,571 6.6  1,674 6.9 103  3,447 7.3

営業利益   1,383 5.9  1,391 5.7 8  2,383 5.1

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  2   2    4   

２．受取配当金  28   48    39   

３．貸倒引当金戻入益  38   1    38   

４．その他  19 89 0.4 14 66 0.3 △23 53 135 0.3

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  24   42    49   

２．投資有価証券評価損  8   －    8   

３．社債発行費償却  4   －    9   

４．その他  25 62 0.3 41 84 0.3 22 60 126 0.3

経常利益   1,411 6.0  1,374 5.7 △37  2,392 5.1

Ⅵ　特別利益            

１．役員退職慰労引当金戻入

益
 25 25 0.1 － － － △25 25 25 0.1

税金等調整前中間（当

期）純利益
  1,436 6.1  1,374 5.7 △62  2,417 5.2

法人税、住民税及び事業

税
 269   628    604   

法人税等調整額  359 628 2.7 △65 563 2.4 △65 447 1,051 2.3

少数株主利益   23 0.1  31 0.1 8  40 0.1

中間（当期）純利益   784 3.3  778 3.2 △6  1,325 2.8
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書  

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の連結剰余金計算
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） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   8,676  8,676

Ⅱ　資本剰余金増加高      

 １．自己株式処分差益  0 0 0 0

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   8,676  8,676

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   14,681  14,681

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  784 784 1,325 1,325

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  127  254  

２．役員賞与  15 143 15 270

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   15,323  15,736
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中間連結株主資本等変動計算書

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

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

（百万円）
10,758 8,676 15,736 △995 34,176

中間連結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   △12  △12

中間純利益（百万円）   778  778

自己株式の取得（百万円）    △17 △17

自己株式の処分（百万円）  0  0 0

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）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 0 639 △17 622

平成18年6月30日　残高

（百万円）
10,758 8,676 16,376 △1,012 34,798

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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）
1,976 － 1,976 369 36,522

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △126

利益処分による役員賞与     △12

中間純利益（百万円）     778

自己株式の取得（百万円）     △17

自己株式の処分（百万円）     0

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）

（百万円）

△270 △19 △289 △119 △408

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△270 △19 △289 △119 214

平成18年6月30日　残高

（百万円）
1,705 △19 1,686 250 36,736
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(5) 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17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(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） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間（当
期）純利益

 1,436 1,374 △62 2,417

賃貸資産及び社用資産
減価償却費

 5,608 5,581 △27 11,245

賃貸資産の取得による
支出

 △6,054 △5,707 347 △12,624

賃貸資産の売却・除却  434 445 11 965

貸倒引当金の増減額  30 △72 △102 70

リース資産処分損引当
金の増減額

 － 10 10 △100

役員退職慰労引当金の
増減額

 △612 5 617 △603

投資有価証券評価損  8 － △8 8

社債発行費償却  4 － △4 9

受取利息及び受取配当
金

 △31 △51 △20 △43

資金原価及び支払利息  144 170 26 297

受取手形及び売掛金の
増減額

 47 △365 △412 182

割賦債権増減額  △1,742 △1,080 662 △3,405

営業貸付債権増減額  375 △320 △695 400

たな卸資産の増減額  △69 △233 △164 107

支払手形及び買掛金の
増減額

 636 387 △249 768

受取保証金の増減額  △51 △50 1 △92

その他営業活動による
増減

 307 20 △287 599

　小計  473 114 △359 203

利息及び配当金の受取
額

 31 51 20 43

利息の支払額  △144 △181 △37 △294

法人税等の支払額  △800 △80 720 △1,377

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △440 △96 344 △1,423

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

社用資産取得による支
出

 △102 △61 41 △111

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △964 △964 △1,380

その他投資活動による
増減

 △10 4 14 11

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △113 △1,021 △908 △1,480
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前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(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） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増減額  1,300 4,901 3,601 2,000

長期借入れによる収入  1,215 200 △1,015 4,440

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,279 △1,403 △124 △2,684

社債の償還による支出  － △2,467 △2,467 －

自己株式の取得・売却
による純増減額

 △13 △17 △4 △27

少数株主への払戻しに
よる支出

 － △147 △147 －

配当金の支払額  △129 △127 2 △257

少数株主への配当金支
払額

 － － － △21

 
財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,092 938 △154 3,448

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 538 △179 △717 544

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,611 3,155 544 2,611

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

 3,149 2,976 △173 3,155
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　　　　　３社

連結子会社名は「企業集団の状況」

に記載しているため省略しておりま

す。

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社の数

　該当事項はありません。

(1）持分法を適用した関連会社の数

同左

(1）持分法を適用した関連会社の数

同左

(2）持分法を適用しない関連会社の

数

　該当事項はありません。

(2）持分法を適用しない関連会社の

数

同左

(2）持分法を適用しない関連会社の

数

同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社３社の中間決算日は４

月30日であります。

　なお、中間連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間に

重要な取引が生じた場合には、連結

上必要な調整をすることとしており

ます。

　同左 　連結子会社３社の決算日は10月31

日であります。

　なお、連結財務諸表の作成にあ

たっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に重要な取引

が生じた場合には、連結上必要な調

整をすることとしております。

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。）

(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

時価のあるもの

同左

(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

その他のたな卸資産

　　最終仕入原価法

その他のたな卸資産

同左

その他のたな卸資産

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）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　賃貸資産

（イ）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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　賃貸資産

（イ）リース資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　賃貸資産

（イ）リース資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（ロ）レンタル資産

　定率法

（ロ）レンタル資産

同左

（ロ）レンタル資産

同左

②　社用資産

　定率法

　（ただし、連結子会社は平成

10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）は定額法

によっております。）

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。

(3）繰延資産の処理方法

社債発行費

─────

(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。

(4）重要な引当金の計上基準

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。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

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

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連

結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、支給見込額の当連結会

計年度負担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、当連結会計年度末における

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、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、当連結会計年度末における

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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、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。

　（会計方針の変更）

　当社は、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、内規に基づく当連

結会計年度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、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。

(5）外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

─────

(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。

(6）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。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）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４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。

(7）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４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。

(7）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４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。

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(8）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

(8）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①　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（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

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　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

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

－ 19 －



表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結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、金額的重要性が乏しくなったため、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、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「未収入

金」は6百万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において区分掲記しておりました投資活動によ

るキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得による支出」は、金額

的重要性が乏しくなったため、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他投資活動による増減」に含めて表示することといたしまし

た。

　なお、当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他投資活動による増減」に含まれている「投資有価証券の取得

による支出」は△0百万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他投資活動による増減」に含めて表示しておりました「投資有

価証券の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当中間連

結会計期間より区分掲記しております。
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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17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

※１(1）有形固定資産の減価償却累計額 ※１(1）有形固定資産の減価償却累計額 ※１(1）有形固定資産の減価償却累計額

賃貸資産の減価償却累

計額
53,441百万円

社用資産の減価償却累

計額
1,560百万円

賃貸資産の減価償却累

計額
 51,581百万円

社用資産の減価償却累

計額
  1,608百万円

賃貸資産の減価償却累

計額
51,879百万円

社用資産の減価償却累

計額
  1,596百万円

　　(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

土地 4百万円

建物 2百万円

リース債権 3,514百万円

計 3,521百万円

土地 －百万円

建物 －百万円

リース債権     373百万円

計     373百万円

土地 4百万円

建物  2百万円

リース債権   3,349百万円

計   3,357百万円

(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

一年以内返済長期借入

金
30百万円

長期借入金 250百万円

社債発行に対する銀行

保証
2,467百万円

計 2,747百万円

一年以内返済長期借入

金
  30百万円

長期借入金    220百万円

社債発行に対する銀行

保証
－百万円 

計     250百万円

一年以内返済長期借入

金
  30百万円

長期借入金    235百万円

社債発行に対する銀行

保証
  2,467百万円

計   2,732百万円

　担保に供している資産のうち土地、

建物は連結子会社において当座貸越契

約の担保として供しておりますが、当

該契約は実行しておりません。

──────── 　担保に供している資産のうち土地、

建物は連結子会社において当座貸越契

約の担保として供しておりますが、当

該契約は実行しておりません。

※３　固定化営業債権

　固定化営業債権は、財務諸表等規則第

32条第１項第10号の債権であります。

※３　固定化営業債権

同左

※３　固定化営業債権

同左

※４　　　　　――――――

 

 

※４　　　　　――――――

 

 

※４　連結会計年度末日満期手形の会計処理

について

　当連結会計年度末日は金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行なわれたも

のとして処理しております。

　当連結会計年度末日満期手形は次のと

おりであります。

  受取手形    227百万円

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
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

 ――――――  (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36,504百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、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。

――――――

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

給与手当 588百万円

賞与引当金繰入額 207百万円

退職給付費用 36百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
7百万円

減価償却費 43百万円

貸倒引当金繰入額 71百万円

給与手当    649百万円

賞与引当金繰入額    218百万円

退職給付費用   34百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
 5百万円

減価償却費   41百万円

貸倒引当金繰入額   73百万円

給与手当      1,480百万円

賞与引当金繰入額    215百万円

退職給付費用   48百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
  15百万円

減価償却費   88百万円

貸倒引当金繰入額    251百万円

リース資産処分損引

当金繰入額

   53百万円

――――――  　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

  当中間連結会計期間（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

前連結会計年度末
株式数（千株)

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式 35,105 － － 35,105

 合計 35,105 － － 35,105

 自己株式     

　普通株式（注)1,2 3,363 15 0 3,379

 合計 3,363 15 0 3,379

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買い増しによるものであります。

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 　３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額（百万円） １株当たり配当金（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 126 4.0 平成17年12月31日 平成18年３月31日 

 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額（百万円） 配当の原資 １株当たり配当金（円） 基準日 効力発生日

平成18年８月９日

取締役会 
普通株式 126 利益剰余金 4.0 平成18年6月30日 平成18年９月14日 

（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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17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

　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

　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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,152百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△2百万円

現金及び現金同等物 3,149百万円

現金及び預金勘定      2,978百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
 △2百万円

現金及び現金同等物      2,976百万円

現金及び預金勘定      3,158百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△2百万円

現金及び現金同等物   3,155百万円
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　　（リース取引関係）

前中間連結会計期間（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 13,102 41,689 29,079 83,870

減価償却累計額 8,010 30,508 15,061 53,580

中間期末残高 5,092 11,181 14,017 30,290

(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。）

10,424百万円 21,162百万円 31,587百万円

(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 6,558百万円

減価償却費 5,540百万円

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。

当中間連結会計期間（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 10,972 39,081 32,041 82,095

減価償却累計額 7,375 27,589 16,617 51,581

中間期末残高 3,597 11,492 15,424 30,514

(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。）

10,161百万円 21,556百万円 31,718百万円

(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 6,530百万円

減価償却費 5,514百万円

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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前連結会計年度（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 11,959 40,343 30,463 82,766

減価償却累計額 7,696 28,786 15,516 52,000

期末残高 4,262 11,557 14,946 30,766

(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。）

10,396百万円 21,508百万円 31,904百万円

(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 13,141百万円

減価償却費 11,103百万円

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。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 744 2,698 1,953

(2）債券    

(3）その他 ― ― ―

合計 744 2,698 1,953

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 512

　（注）　当中間連結会計期間末における時価のない主な有価証券の減損処理及び取得原価の修正額は8百万円であります。

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上

額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,828 5,733 2,904

(2）債券 200 180 △19

(3）その他 ― ― ―

合計 3,028 5,913 2,885

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 567
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前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,078 5,410 3,331

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 2,078 5,410 3,331

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 558

　（注）　当連結会計年度における時価のない主な有価証券の減損処理及び取得原価の修正額は8百万円であります。
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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17年６月30日現在）

１．通貨関連

　該当事項はありません。

　なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、開示の対象から

除いております。

２．金利関連

　当中間連結会計期間末にかかるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示の対象から除いており

ます。

　「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次のとおりであります。

　なお、負債の包括ヘッジについては、デリバティブ取引（ヘッジ手段）の想定元本がリース契約等に対応する負債等（ヘッジ対

象）の総額に収まる範囲内で、負債から生じるキャッシュ・フロー変動リスクを総体としてヘッジする取引を行っております。

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利

スワップ取引

受取変動・支払固定 1,000 △65 △65

合計 1,000 △65 △65

　（注）１．金利スワップ取引の契約額等は想定元本を記載しており、この金額自体が当該取引の市場リスク・信用リスクを示すも

のではありません。

２．当中間連結会計期間末の時価は金利スワップ契約を締結した金融機関から提示された価格によっております。

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．通貨関連

　該当事項はありません。

２．金利関連

　当中間連結会計期間末にかかるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示の対象から除いており

ます。

　「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次のとおりであります。

　なお、負債の包括ヘッジについては、デリバティブ取引（ヘッジ手段）の想定元本がリース契約等に対応する負債等（ヘッジ対

象）の総額に収まる範囲内で、負債から生じるキャッシュ・フロー変動リスクを総体としてヘッジする取引を行っております。

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利

スワップ取引

受取変動・支払固定 1,000 △19 △19

合計 1,000 △19 △19

　（注）１．金利スワップ取引の契約額等は想定元本を記載しており、この金額自体が当該取引の市場リスク・信用リスクを示すも

のではありません。

２．当中間連結会計期間末の時価は金利スワップ契約を締結した金融機関から提示された価格によっております。

－ 28 －



前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

１．通貨関連

　該当事項はありません。

　なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、開示の対象から

除いております。

２．金利関連

　当連結会計年度にかかるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示の対象から除いております。

　「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次のとおりであります。

　なお、負債の包括ヘッジについては、デリバティブ取引（ヘッジ手段）の想定元本がリース契約等に対応する負債等（ヘッジ対

象）の総額に収まる範囲内で、負債から生じるキャッシュ・フロー変動リスクを総体としてヘッジする取引を行っております。

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利

スワップ取引

受取変動・支払固定 1,000 △42 △42

合計 1,000 △42 △42

　（注）１．金利スワップ取引の契約額等は想定元本を記載しており、この金額自体が当該取引の市場リスク・信用リスクを示すも

のではありません。

２．当連結会計年度の時価は金利スワップ契約を締結した金融機関から提示された価格によっております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成17年１月１日～平成17年６月30日）

 
情報通信部門

（百万円）

リース部門

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,224 10,371 23,595 ― 23,595

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
1 28 29 (29) ―

計 13,226 10,399 23,625 (29) 23,595

営業費用 12,696 9,521 22,217 (5) 22,211

営業利益 530 877 1,408 (24) 1,383

　（注）１．上記の事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

２．各事業区分の主要品目

情報通信部門・・・・・・・・・通信関連機器・工事用材料等の販売

リース部門　・・・・・・・・・情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器等のリース

及び割賦販売等（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）

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金額は32百万円であり、その主なものは提出会社の本社管理部門

に係る費用等であります。

当中間連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

 
情報通信部門

（百万円）

リース部門

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,476 10,767 24,244  24,244

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
― 19 19 (19) ―

計 13,476 10,786 24,263 (19) 24,244

営業費用 12,779 10,051 22,831 20 22,852

営業利益 696 734 1,431 (40) 1,391

　（注）１．上記の事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

２．各事業区分の主要品目

情報通信部門・・・・・・・・・通信関連機器・工事用材料等の販売

リース部門　・・・・・・・・・情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器等のリース

及び割賦販売等（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）

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金額は45百万円であり、その主なものは提出会社の本社管理部門

に係る費用等であります。
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前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

 
情報通信部門

（百万円）

リース部門

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 25,732 21,119 46,852 ― 46,852

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
0 59 60 (60) ―

計 25,733 21,179 46,912 (60) 46,852

営業費用 24,781 19,667 44,449 20 44,469

営業利益 951 1,511 2,463 (80) 2,383

　（注）１．上記の事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

２．各事業区分の主要品目

情報通信部門・・・・・・・・・通信関連機器・工事用材料等の販売

リース部門　・・・・・・・・・情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器等のリース

及び割賦販売等（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）

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金額は85百万円であり、その主なものは提出会社の本社管理部門

に係る費用等であります。

２．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）

　該当事項はありません。

３．海外売上高

前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）

　該当事項はありません。
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