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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 9,615 (　21.4) 313 (  78.1) 356 (　58.7)

17年６月中間期 7,917 (　－　) 175 (　－　) 224 (　－　)

17年12月期 19,618 535 637

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 105 (△11.3) 8 94

17年６月中間期 119 (  －　) 15 18

17年12月期 327 40 94

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 11,815,766株 17年６月中間期 7,848,579株 17年12月期 8,001,843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であります。なお、16年12月期は決算

期変更により９ヶ月決算となっているため、17年６月中間期の対前年中間期増減率の記載は行っておりません

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たりの純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 11,610 6,238 53.7 528 03

17年６月中間期 9,783 4,606 47.1 587 02

17年12月期 13,605 6,257 46.0 635 48

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 11,814,925株 17年６月中間期 7,847,532株 17年12月期 9,847,122株

②期末自己株式数 18年６月中間期 7,235株 17年６月中間期 4,268株 17年12月期 4,678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 20,000 590 250

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　21円15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 7.5 7.5 15.0

18年12月期（実績） 7.5 －
15.0

18年12月期（予想） － 7.5

※　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。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,734,590 2,397,782 4,568,363

２．受取手形 ※３ 241,944 737,407 1,891,293

３．売掛金 2,672,130 2,640,122 1,540,007

４．たな卸資産 1,416,456 1,268,453 1,177,772

５．前渡金 112,221 136,512 308,496

６．前払費用 7,948 28,078 15,289

７．未収入金 163,328 177,187 59,316

８．その他 98,008 68,570 384,979

貸倒引当金 △2,000 △100 △100

流動資産合計 6,444,628 65.9 7,454,014 64.2 1,009,386 9,945,418 73.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1

（1）建物 345,842 325,390 335,164

（2）構築物 4,276 3,756 3,991

（3）車両運搬具 310 － －

（4）工具器具備
品

37,539 31,047 36,647

（5）土地 1,399,445 2,111,763 1,399,445

有形固定資産
合計

1,787,414 2,471,959 1,775,248

２．無形固定資産 62,979 125,379 114,996

３．投資その他の
資産

（1）投資有価証
券

608,402 777,388 882,426

（2）関係会社株
式

100,000 － 100,000

（3）関係会社出
資金

79,868 79,868 79,868

（4）差入保証金 663,103 675,841 669,661

（5）会員権 58,000 58,000 58,000

（6）役員生命保
険積立金

29,773 15,708 28,460

（7）その他 － 2,541 2,542

貸倒引当金 △50,460 △50,700 △50,780

投資その他の
資産合計

1,488,687 1,558,648 1,770,178

固定資産合計 3,339,081 34.1 4,155,987 35.8 816,905 3,660,423 26.9

資産合計 9,783,710 100.0 11,610,001 100.0 1,826,291 13,605,841 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※３ 350,864 436,846 463,143

２．買掛金 1,698,674 1,557,450 1,512,662

３．短期借入金  300,000 － 1,200,000

４．一年以内返済
予定長期借入
金

 279,100 589,200 546,140

５．一年以内償還
予定社債

 60,000 660,000 360,000

６．未払法人税等 130,229 140,183 292,656

７．未払費用 166,602 168,308 201,185

８．前受金 261,930 131,971 449,207

９．預り金 149,620 109,526 253,033

10．役員賞与引当
金

10,000 15,000 －

11．その他 32,050 18,958 92,571

流動負債合計 3,439,072 35.1 3,827,445 33.0 388,373 5,370,601 39.5

Ⅱ　固定負債

１．社債  1,050,000 390,000 720,000

２．長期借入金  471,000 881,400 939,200

３．退職給付引当
金

153,575 139,659 140,152

４．その他 63,433 132,838 178,198

固定負債合計 1,738,009 17.8 1,543,898 13.3 △194,110 1,977,550 14.5

負債合計 5,177,081 52.9 5,371,343 46.3 194,262 7,348,152 54.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金  701,512 7.2 － － － 1,371,512 10.0

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 703,761 － 1,373,361

資本剰余金合計 703,761 7.2 － － － 1,373,361 10.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 123,650 － 123,650

２．任意積立金 1,217,000 － 1,217,000

３．中間（当期）
未処分利益

1,709,983 － 1,859,554

利益剰余金合計 3,050,633 31.2 － － － 3,200,204 23.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

151,787 1.5 － － － 313,918 2.3

Ⅴ　自己株式 △1,065 △0.0 － － － △1,307 0.0

資本合計 4,606,628 47.1 － － － 6,257,688 46.0

負債・資本合計 9,783,710 100.0 － － － 13,605,841 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － －  1,371,512 11.8 －  － －

２．資本剰余金

（1）資本準備金 － 1,373,361 －

資本剰余金合計  － －  1,373,361 11.8 －  － －

３．利益剰余金

（1）利益準備金 － 123,650 －

（2）その他利益
剰余金

   

別途積立金 － 1,217,000 －

繰越利益剰
余金

－ 1,891,354 －

利益剰余金合計 － － 3,232,004 27.8 － － －

４．自己株式 － － △2,172 △0.0 － － －

株主資本合計 － － 5,974,705 51.4 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証
券評価差額金

－ － 253,131 2.2 － － －

２．繰延ヘッジ損
益

－ － 10,821 0.1 － － －

評価・換算差額
等合計

－ － 263,952 2.3 － － －

純資産合計 － － 6,238,658 53.7 － － －

負債純資産合計 － － 11,610,001 100.0 － － －
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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)

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,917,382 100.0 9,615,271 100.0 1,697,888 19,618,583 100.0

Ⅱ　売上原価 6,745,279 85.2 8,261,132 85.9 1,515,853 16,977,128 86.5

売上総利益 1,172,103 14.8 1,354,139 14.1 182,035 2,641,454 13.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

996,360 12.6 1,041,075 10.8 44,715 2,105,896 10.8

営業利益 175,742 2.2 313,063 3.3 137,320 535,558 2.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 67,062 0.8 80,919 0.8 13,857 151,387 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 17,923 0.2 37,120 0.4 19,196 49,668 0.3

経常利益 224,881 2.8 356,862 3.7 131,981 637,276 3.2

Ⅵ　特別利益  － － 9,849 0.1 9,849 2,077 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３ 1,174 0.0 100,000 1.0 98,825 1,348 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

223,706 2.8 266,712 2.8 43,005 638,005 3.3

法人税、住民
税及び事業税

126,677 126,219 353,222

法人税等調整
額

△22,124 104,553 1.3 34,839 161,058 1.7 56,505 △42,798 310,424 1.6

中間（当期）
純利益

119,153 1.5 105,653 1.1 △13,499 327,581 1.7

前期繰越利益 1,590,829 － 1,590,829

中間配当額 － － 58,856

中間（当期）
未処分利益

1,709,983 － 1,859,554
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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     

 資本剰余金  利益剰余金    

資本金

資本準備金
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

自己株式
株主資本

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） 1,371,512 1,373,361 1,373,361 123,650 1,217,000 1,859,554 3,200,204 △1,307 5,943,770

 中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円)      △73,853 △73,853  △73,853

 中間純利益(千円)      105,653 105,653  105,653

 自己株式の取得(千円)        △864 △864

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
         

 中間会計期間中の変動額合計

（千円）
     31,799 31,799 △864 30,934

 平成18年６月30日残高（千円） 1,371,512 1,373,361 1,373,361 123,650 1,217,000 1,891,354 3,232,004 △2,172 5,974,705

  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） 313,918 － 313,918 6,257,688

 中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円)    △73,853

 中間純利益(千円)    105,653

 自己株式の取得(千円)    △864

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）
△60,787 10,821 △49,965 △49,965

 中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△60,787 10,821 △49,965 △19,030

 平成18年６月30日残高（千円） 253,131 10,821 263,952 6,238,658
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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

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券 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）

時価のあるもの

同左

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）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

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

(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（機械本体）

個別法に基づく原価法

(3)たな卸資産

商品（機械本体）

同左

(3）たな卸資産

商品（機械本体）

同左

商品（部品類）

個別法に基づく原価法、ただ

し、一部移動平均法に基づく

原価法

商品（部品類）

同左

商品（部品類）

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。

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、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

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、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

(1)有形固定資産

同左

建物　　　　　３～50年

構築物　　　　10～20年

車両運搬具　　２～６年

工具器具備品　３～15年

建物　　　　　３～50年

構築物　　　　10～20年

工具器具備品　３～15年

(2)無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利

用可能期間（２～５年）による定

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

－ 7 －



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．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)役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間

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。

(2)役員賞与引当金

同左

(2)         ─────

 （追加情報）

 前期まで「役員賞与引当金」

（当期末残高　31,800千円）及

び「役員賞与引当金繰入額」

（当期計上額　31,800千円）と

して計上していた役員賞与支給

見込額は、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員

会　企業会計基準第４号）が平

成17年11月29日に公表され、役

員賞与の性格が明確になったこ

とに伴い、当期においては「未

払金」（流動負債「その他」）

及び「役員報酬」に含めて計上

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。

４．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)

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

 　為替予約が付されている外貨

建金銭債務については、振当処

理を行っております。

 　また、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特

例処理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってお

ります。

為替予約が付されている外

貨建金銭債務については、振当

処理を行っております。

また、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

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

為替予約取引及び金利ス

ワップ取引。

a ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　外貨建予定取引

外貨建金銭債務

同左

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されていないもの及び

キャッシュ・フローが固定さ

れその変動が回避されるもの。

b ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息

(3)ヘッジ方針

　為替予約取引は、外貨建営業取

引に係る輸入実績等を踏まえ、為

替相場の変動リスクを回避する目

的で行っております。

　金利スワップ取引は、金利の将

来変動や借入の期間等を踏まえ、

市場金利の変動リスクを回避する

目的で行っております。

(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

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつ、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することがで

きるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約は、為替予約と外貨

建予定取引及び外貨建金銭債務

の重要な条件が同一であるため、

ヘッジ有効性の評価を省略して

おります。また、特例処理に

よっている金利スワップについ

ても、ヘッジ有効性の評価を省

略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．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。

　なお、仮受消費税等と仮払消費税

等の中間期末残高の相殺後の金額は、

流動資産の「未収入金」に含めて表

示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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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）

 ──────  （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6,227,836千円であります。

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。

──────
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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

700,007千円 729,384千円 712,688千円

　２．保証債務 　２．保証債務 　２．保証債務

次の関係会社について金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

次の関係会社について金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

次の関係会社について金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

サンインスツルメント㈱ 52,500千円 サンインスツルメント㈱ 27,500千円 サンインスツルメント㈱ 32,500千円

※３．　　　　　──── ※３．　　　　　──── ※３．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しております。

なお、期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が当期末残高に含

まれております。

受取手形 118,082千円

支払手形 54,549千円

（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．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 8,534千円

仕入割引 36,066千円

受取利息 9,315千円

仕入割引 45,984千円

受取利息 16,925千円

仕入割引 107,021千円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息 12,884千円

   

支払利息 14,125千円

   

支払利息 30,211千円

   

※３．特別損失のうち重要なもの ※３．特別損失のうち重要なもの ※３．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 914千円

貸倒引当金繰入額 260千円

子会社株式評価損 100,000千円

   

 固定資産除却損 1,348千円

   

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 19,244千円

無形固定資産 4,130千円

有形固定資産 16,696千円

無形固定資産 13,070千円

有形固定資産 40,161千円

無形固定資産 9,047千円

（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） 4,678 2,557 － 7,235

 合計 4,678 2,557 － 7,235

 （注）普通株式の自己株式数は、平成18年２月17日付の株式分割により935株、単元未満株式の買取請求による買取によ

り1,622株増加しております。
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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）

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)

車両運搬
具

99,889 50,638 49,251

工具器具
備品

75,909 21,773 54,135

合計 175,798 72,411 103,387

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

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)

車両運搬
具

90,264 33,906 56,357

工具器具
備品

88,524 35,167 53,356

合計 178,788 69,073 109,714

（注）             同左

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)

車両運搬
具

94,562 40,671 53,891

工具器具
備品

74,043 27,223 46,820

合計 168,606 67,894 100,711

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(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 36,297千円

１年超 67,089千円

合計 103,387千円

１年内 39,908千円

１年超 69,805千円

合計 109,714千円

１年内 35,845千円

１年超 64,866千円

合計 100,711千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）             同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 19,143千円

減価償却費相当額 19,143千円

支払リース料 20,845千円

減価償却費相当額 20,845千円

支払リース料 38,903千円

減価償却費相当額 38,903千円

(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

②　有価証券

前中間会計期間（平成17年６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（平成18年６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12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。
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（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  587.02円

１株当たり中間純利益

金額
 15.18円

１株当たり純資産額  528.03円

１株当たり中間純利益

金額
 8.94円

１株当たり純資産額 635.48円

１株当たり当期純利益

金額
 40.94円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
 15.18円

 

当社は、平成17年２月18日付で株式

１株につき1.1株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

 577.69円

１株当たり当期純利益金額

 25.03円

 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、

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
 8.88円

 

当社は、平成18年２月17日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

489.18円

１株当たり純資産額

529.57円

１株当たり当期純利益

金額

12.65円

１株当たり当期純利益

金額

34.12円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

12.70円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

34.00円

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間会計

期間から繰延ヘッジ損益（税効果調整

後）の金額を普通株式に係る中間期末

の純資産額に含めております。

　なお、前中間会計期間に係る中間財

務諸表において採用していた方法によ

り算定した当中間会計期間の１株当た

りの純資産額は、527.12円であります。

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
 40.79円

 

当社は、平成17年２月18日付で株式

１株につき1.1株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

 577.69円

１株当たり当期純利益金額

 25.03円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額
　　　　　　　　　　　－

　（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（千円） 119,153 105,653 327,581

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
119,153 105,653 327,581

期中平均株式数（株） 7,848,579 11,815,766 8,001,843

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） － － －
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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)

普通株式増加数（株） 1,518 81,737 28,253

（うち新株予約権（株）） (1,518) (81,737) (28,253)
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（重要な後発事象）

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．株式分割については「４.中間連

結財務諸表等（重要な後発事象）」に

記載されているとおりであります。

当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当た

り情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における1株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額

529.55円

１株当たり純資産額

529.57円

１株当たり当期純利益

金額

22.94円

１株当たり当期純利益

金額

34.12円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

－

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

34.00円

 

２．新株予約権発行の決議について

は「４.中間連結財務諸表等（重要な

後発事象）」に記載されているとおり

であります。

－ 15 －


