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１．平成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 （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６月中間期 3,613 (△48.0) △280 (　－　) △155 (　－　)

17年６月中間期 6,949 (△ 5.8) 184 (△53.2) 74 (△84.1)

17年12月期 14,774  402  259  

 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 △96 (　－　) △8 23

17年６月中間期 67 (△75.6) 5 72

17年12月期 174  14 94

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 11,661,206株 17年６月中間期 11,716,212株 17年12月期 11,691,064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)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 9,543 8,463 88.7 725 80

17年６月中間期 12,617 8,552 67.8 733 34

17年12月期 13,049 8,678 66.5 744 18

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 11,660,992株 17年６月中間期 11,661,996株 17年12月期 11,661,484株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期 188,907株 17年６月中間期 187,903株 17年12月期 188,415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 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 6,000 △860 △740 △450

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △38円59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 － 10.00 10.00

18年12月期（実績） － －
10.00

18年12月期（予想） － 10.00

※　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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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５．個別中間財務諸表等
(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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17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 2,190,858 700,240 2,889,901

２．受取手形  232,015 20,669 301,531

３．売掛金 2,845,671 827,464 3,096,519

４．たな卸資産 5,015,281 617,465 3,867,744

５．短期貸付金 － 2,400,000 50,000

６．未収入金 ※2 － 2,581,123 1,034,173

７．その他 ※2 582,146 83,133 118,387

８．貸倒引当金 △815 △221 △4,165

流動資産合計 10,865,157 86.1 7,229,874 75.8 11,354,091 87.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1 142,377 1.1 103,647 1.1 125,154 1.0

２．無形固定資産 83,351 0.7 43,078 0.4 57,493 0.4

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,139,842 1,683,348 1,144,694

(2)その他 386,902 483,985 367,882

投資その他の資産
合計

1,526,744 12.1 2,167,334 22.7 1,512,577 11.6

固定資産合計 1,752,473 13.9 2,314,060 24.2 1,695,224 13.0

資産合計 12,617,631 100.0 9,543,935 100.0 13,049,316 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,641,710 251,385 1,788,373

２．短期借入金 1,650,000 350,000 1,800,000

３．未払法人税等 21,000 7,028 49,500

４．賞与引当金 48,658 35,780 31,637

５．その他 355,183 183,576 356,226

流動負債合計 3,716,552 29.4 827,770 8.7 4,025,737 30.9

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 32,710 16,534 21,106

２．役員退職慰労引当金 221,939 197,897 221,939

３．その他 94,262 38,176 102,306

固定負債合計 348,911 2.8 252,608 2.6 345,351 2.6

負債合計 4,065,464 32.2 1,080,378 11.3 4,371,089 33.5
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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）
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,339,634 10.6 － － 1,339,634 10.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,678,512 － 1,678,512

資本剰余金合計 1,678,512 13.3 － － 1,678,512 12.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 46,100 － 46,100

２．任意積立金 5,400,000 － 5,400,000

３．中間（当期）未処分
利益

209,401 － 317,047

利益剰余金合計 5,655,501 44.8 － － 5,763,147 44.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

8,345 0.1 － － 27,092 0.2

Ⅴ　自己株式 △129,827 △1.0 － － △130,161 △1.0

資本合計 8,552,167 67.8 － － 8,678,226 66.5

負債・資本合計 12,617,631 100.0 － － 13,049,316 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 1,339,634 14.0 － －

２．資本剰余金

(1)資本準備金 － 1,678,512 －

資本剰余金合計 － － 1,678,512 17.6 － －

３．利益剰余金

(1)利益準備金 － 46,100 －

(2)その他利益剰余金

別途積立金 － 5,400,000 －

繰越利益剰余金 － 104,413 －

利益剰余金合計 － － 5,550,513 58.2 － －

４．自己株式 － － △130,403 △1.4 － －

株主資本合計 － － 8,438,258 88.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ 23,933 －

２．繰延ヘッジ損益 － 1,365 －

評価・換算差額等合計 － － 25,298 0.3 － －

純資産合計 － － 8,463,556 88.7 － －

負債純資産合計 － － 9,543,935 100.0 － －
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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)

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,949,970 100.0 3,613,627 100.0 14,774,182 100.0

Ⅱ　売上原価 5,600,551 80.6 2,934,574 81.2 12,069,768 81.7

売上総利益 1,349,419 19.4 679,052 18.8 2,704,413 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,164,509 16.7 959,390 26.6 2,302,297 15.6

営業利益又は損失
(△)

184,910 2.7 △280,338 △7.8 402,115 2.7

Ⅳ　営業外収益 ※1 22,314 0.3 151,202 4.2 23,605 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※2 132,624 1.9 26,603 0.7 166,302 1.1

経常利益又は損失
(△)

74,599 1.1 △155,738 △4.3 259,418 1.8

Ⅵ　特別利益 ※3 33,202 0.4 22,108 0.6 44,351 0.3

Ⅶ　特別損失 ※4,5 810 0.0 21,012 0.6 4,476 0.1

税引前中間(当期)純
利益又は損失(△)

106,991 1.5 △154,641 △4.3 299,294 2.0

法人税、住民税及び
事業税

17,132 1,965 125,210

法人税等調整額 22,788 39,921 0.5 △60,587 △58,622 △1.6 △633 124,577 0.8

中間(当期)純利益又
は損失(△)

67,070 1.0 △96,019 △2.7 174,717 1.2

前期繰越利益 142,330 － 142,330

中間(当期)未処分利
益

209,401 － 317,047
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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
株主資本
合計

資本準備金 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） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － △116,614 △116,614 － △116,614

中間純損失（千円） － － － － △96,019 △96,019 － △96,019

自己株式の取得（千円） － － － － － － △242 △242

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △212,634 △212,634 △242 △212,876

平成18年６月30日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 104,413 5,550,513 △130,403 8,438,258

評価・換算差額等
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（千円） 27,092 － 27,092 8,678,226

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － △116,614

中間純損失（千円） － － － △96,019

自己株式の取得（千円） － － － △242

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△3,158 1,365 △1,793 △1,793

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,158 1,365 △1,793 △214,670

平成18年６月30日残高（千円） 23,933 1,365 25,298 8,463,556
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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)有価証券 (１)有価証券

①　その他有価証券 ①　その他有価証券 ①　その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 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）

同　　　左 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）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

②　子会社株式 ②　子会社株式 ②　子会社株式

移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

(２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ

時価法 同　　　左 同　　　左

(３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産

①　商品 ①　商品 ①　商品

移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

②　貯蔵品 ②　貯蔵品 ②　貯蔵品

最終仕入原価法 同　　　左 同　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (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（附

属設備を除く）については定額

法）

　主な耐用年数は、建物10年～

45年、工具器具備品５年～

15年であります。

同　　　左 同　　　左

(２)無形固定資産 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、自社利用の

ソフトウエア５年であります。

同　　　左 同　　　左

３．引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

同　　　左 同　　　左

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与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。

同　　　左 　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給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)退職給付引当金 (３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務の見込額及び年金

資産残高に基づき計上しており

ます。

 

同　　　左

 

　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

給付債務の見込額及び年金資産

残高に基づき計上しております。

 

(４)役員退職慰労引当金 (４)役員退職慰労引当金 (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、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

　なお、平成17年２月14日開催

の取締役会において、平成17年

３月26日開催の第23期定時株主

総会終結の時をもって、役員退

職慰労金制度を凍結することを

決議したことにより、同日以降

の新たな繰り入れは行っており

ません。

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

　なお、平成17年３月26日を

もって、役員退職慰労金制度を

凍結したため、同日以降の新た

な繰り入れは行っておりません。

　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。

　なお、平成17年３月26日を

もって、役員退職慰労金制度を

凍結したため、同日以降の新た

な繰り入れは行っておりません。

４．外貨建の資産又は負債の

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。

　なお、為替予約の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債務は、当

該為替予約の円貨額に換算しており

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。

　なお、為替予約の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債務は、当

該為替予約の円貨額に換算しており

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

－ 42 －



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)

６．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)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。

　但し、外貨建金銭債務をヘッ

ジ対象とする為替予約について

は振当処理によっております。

同　　　左 同　　　左

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段

為替予約取引 同　　　左 同　　　左

ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象

外貨建金銭債務及び外貨建

予定取引

同　　　左 同　　　左

(３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針

　輸入計画策定時に取締役会に

おいてヘッジ手段を決議してお

ります。

同　　　左 同　　　左

(４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段

のキャッシュ・フローの変動の

累計を半期毎に比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ

有効性を判断しております。

同　　　左 同　　　左

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 消費税等の会計処理 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。

同　　　左 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

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）

────── （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。これにより税引前

中間純損失は、17,111千円増加してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各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）

　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は8,462,191千円であります。

　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等規則により作成

しております。　

──────

────── （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。これによる、当中間会計期間

の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)

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表）

　「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）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされました。

　これに伴い、前中間会計期間において投資その他の

資産の「その他」に含めて表示していた当該出資の額

（前中間会計期間末63,540千円）を当中間会計期間よ

り「投資有価証券」として表示しております。

　なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は67,857千円であります。

　「未収入金」は、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が、当中間会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲載しました。

　なお、前中間会計期間末における「未収入金」の金

額は490,754千円であります。

追加情報

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)

（法人事業税の外形標準課税制度の導

入）

　「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日以降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、

当中間会計期間から「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）により法

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

6,324千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、それぞれ同

額減少しております。

────── （法人事業税の外形標準課税制度の導

入）

　「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日以降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）により法人事業

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

14,062千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、それぞれ

同額減少しております。
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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．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

371,598千円 382,357千円 379,075千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．　　　──────

　仮受消費税等及び仮払消費税

等は、相殺の上、相殺後の金額

を流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

　仮受消費税等及び仮払消費税

等は、相殺の上、相殺後の金額

を流動資産の「未収入金」に含

めて表示しております。

　３．債権流動化による遡及義務 　３．債権流動化による遡及義務 　３．債権流動化による遡及義務

311,813千円 277,307千円 303,713千円

　４．偶発債務 　４．偶発債務 　４．偶発債務

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証

アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社

 158,400千円  228,150千円  137,600千円

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証

アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社

146,151千円 250,000千円 142,374千円

５．運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契

約及び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。

千円

当座貸越契約及び貸

出コミットメントの

総額

7,900,000

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,550,000

５．運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契

約及び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。

千円

当座貸越契約及び貸

出コミットメントの

総額

7,900,000

借入実行残高 －

差引額 7,900,000

５．運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであり

ます。

千円

当座貸越契約及び貸

出コミットメントの

総額

7,900,000

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,550,000
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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．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 12千円

受取配当金 15,908千円

受取利息 531千円

受取手数料 112,896千円

為替差益 16,623千円

受取利息 513千円

受取配当金 15,908千円

※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 7,975千円

為替差損 104,688千円

支払利息 7,811千円

支払手数料 9,471千円

手形債権譲渡損 3,456千円

売掛債権譲渡損 4,411千円

支払利息 16,986千円

為替差損 116,623千円

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

投資有価証券売

却益

29,558千円 貸倒引当金戻入

益

3,944千円

投資有価証券売

却益

18,000千円

投資有価証券売

却益

41,558千円

※４．　　　　―――――― ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,900千円

減損損失 17,111千円

固定資産除却損 1,201千円

固定資産評価損 2,972千円

※５．　　　　―――――― ※５．減損損失 ※５．　　　　――――――

　当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

神奈川県

大和市
遊休

土地

建物

11,194

5,917

千円

千円

　当社は、全社及び遊休資産を減損

損失を把握するグルーピングの単位

としております。

　市場価格の著しい下落により、遊

休資産に区分されている上記の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は、譲渡見込価額を基礎として

評価しております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 17,315千円

無形固定資産 34,363千円

有形固定資産 15,235千円

無形固定資産 17,933千円

有形固定資産 36,655千円

無形固定資産 62,611千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 188,415 492 － 188,907

合計 188,415 492 － 188,907

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加492株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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)

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)

ソフトウ
エア

206,723 192,670 14,052

車両運搬
具

29,880 3,937 25,943

合計 236,604 196,607 39,996

 

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)

ソフトウ
エア

18,600 16,740 1,860

車両運搬
具

29,880 8,917 20,963

合計 48,480 25,657 22,823

 

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)

ソフトウ
エア

35,850 30,692 5,157

車両運搬
具

29,880 6,427 23,453

合計 65,730 37,119 28,611

(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 17,368千円

１年超 23,464千円

合計 40,833千円

１年内 6,820千円

１年超 16,644千円

合計 23,464千円

１年内 10,166千円

１年超 19,097千円

合計 29,264千円

(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、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 61,367千円

減価償却費相

当額
58,529千円

支払利息相当

額
857千円

支払リース料 6,181千円

減価償却費相

当額
5,787千円

支払利息相当

額
382千円

支払リース料 73,404千円

減価償却費相

当額
69,914千円

支払利息相当

額

1,325千円

(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　有価証券

　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）及び前事業年度末（平成17

年12月31日）における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。

－ 49 －



（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 733円34銭

１株当たり中間純利益   5円72銭

１株当たり純資産額 725円80銭

１株当たり中間純損失 8円23銭

１株当たり純資産額 744円18銭

１株当たり当期純利益 14円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失であ

る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

期純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益又は損失(△)

（千円）
67,070 △96,019 174,717

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞与

金）
（－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は損失(△)（千円）
67,070 △96,019 174,717

期中平均株式数（株） 11,716,212 11,661,206 11,691,064

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

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数319,000

株）

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権）

３種類2,650個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数265,000株）

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数281,600

株）

（旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権）

４種類5,272個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数527,200株）

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権）

　新株引受権２種類（新

株引受権の行使により発

行される株式数315,300

株）

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権）

３種類2,600個（新株予

約権の行使により発行さ

れる株式数260,000株）
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

６．その他

該当事項はありません。
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