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上場会社名 ダイトエレクトロン株式会社 上場取引所 東　大
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（URL　http://www.daitron.co.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　紺谷　健治

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長 氏名　長尾　修治 ＴＥＬ　（06）6399－5041

決算取締役会開催日 平成18年８月11日 配当支払開始日 ――――――――

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

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 （百万円未満の金額は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 23,897 27.9 1,005 308.1 1,219 183.8

17年６月中間期 18,689 △13.0 246 △64.1 429 △41.0

17年12月期 40,425 881 1,063

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 499 74.9 45 44

17年６月中間期 285 △0.7 25 96

17年12月期 582 50 11

（注）１．期中平均株式数 18年６月中間期 10,993,113株 17年６月中間期 11,004,000株 17年12月期 10,990,708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。

(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 30,331 9,907 32.7 898 63

17年６月中間期 26,810 9,182 34.2 836 61

17年12月期 28,284 9,606 34.0 871 98

（注）１．期末発行済株式数 18年６月中間期 11,025,387株 17年６月中間期 10,975,687株 17年12月期 10,980,587株

２．期末自己株式数 18年６月中間期 130,592株 17年６月中間期 180,292株 17年12月期 175,392株

２．18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 48,090 1,760 776

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 70円 42銭

※　上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、平成18年12月期中間決算短信（連結）添付資料の５ページ

をご参照ください。

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 0.00 15.00 15.00

18年12月期(実績) 0.00 －  

18年12月期(予想) － 25.00 25.00
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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 ※２ 3,926,181 4,887,344 961,162 3,512,865

２．受取手形 ※３ 3,129,436 2,266,217 △863,219 2,727,588

３．売掛金 9,628,256 13,701,659 4,073,403 12,517,537

４．たな卸資産 2,266,927 1,935,178 △331,749 1,580,544

５．その他 1,035,903 1,176,654 140,750 1,101,945

６．貸倒引当金 △3,049 △9,747 △6,698 △13,626

流動資産合計 19,983,656 74.5 23,957,305 79.0 3,973,649 21,426,855 75.8

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

（１）建物  1,425,441 1,312,093 △113,347 1,367,015

（２）土地  1,094,223 1,094,223 － 1,094,223

（３）その他 190,318 167,458 △22,859 158,975

有形固定資産合計 2,709,983 10.1 2,573,776 8.5 △136,207 2,620,213 9.2

２．無形固定資産 51,020 0.2 47,593 0.1 △3,426 47,166 0.2

３．投資その他の資産  

（１）投資有価証券 ※２ 2,782,764 2,975,139 192,374 3,119,050

（２）差入保証金 685,983 586,945 △99,038 584,349

（３）その他 651,196 598,544 △52,651 595,344

（４）貸倒引当金 △31,361 △26,988 4,373 △29,714

（５）投資評価引当金 △22,633 △380,319 △357,686 △78,671

投資その他の資産合計 4,065,949 15.2 3,753,320 12.4 △312,628 4,190,359 14.8

固定資産合計 6,826,953 25.5 6,374,690 21.0 △452,262 6,857,739 24.2

資産合計 26,810,609 100.0 30,331,996 100.0 3,521,386 28,284,595 100.0
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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 6,916,882 2,737,159 △4,179,722 2,742,733

２．買掛金 3,710,879 11,576,335 7,865,456 9,495,696

３．短期借入金 3,381,220 2,139,620 △1,241,600 2,689,120

４．未払法人税等 33,225 521,000 487,774 224,000

５．役員賞与引当金 － 13,200 13,200 －

６．その他 1,068,850 1,119,724 50,874 845,185

流動負債合計 15,111,056 56.4 18,107,039 59.7 2,995,982 15,996,735 56.5

Ⅱ　固定負債  

１．社債 600,000 300,000 △300,000 600,000

２．長期借入金 839,525 909,905 70,380 969,715

３．退職給付引当金 869,608 881,855 12,247 894,967

４．役員退職慰労引当金 208,100 225,400 17,300 216,300

固定負債合計 2,517,233 9.4 2,317,160 7.6 △200,072 2,680,982 9.5

負債合計 17,628,290 65.8 20,424,200 67.3 2,795,909 18,677,717 66.0

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 2,200,708 8.2 － － △2,200,708 2,200,708 7.8

Ⅱ　資本剰余金  

　資本準備金 2,482,896 － △2,482,896 2,482,896

資本剰余金合計 2,482,896 9.2 － － △2,482,896 2,482,896 8.8

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 163,559 － △163,559 163,559

２．任意積立金 3,919,550 － △3,919,550 3,919,550

３．中間（当期）未処分利
益

330,211 － △330,211 626,442

利益剰余金合計 4,413,321 16.5 － － △4,413,321 4,709,552 16.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

212,842 0.8 － － △212,842 337,709 1.2

Ⅴ　自己株式 △127,449 △0.5 － － 127,449 △123,989 △0.4

資本合計 9,182,319 34.2 － － △9,182,319 9,606,877 34.0

負債・資本合計 26,810,609 100.0 － － △26,810,609 28,284,595 100.0
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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 － － 2,200,708 7.3 2,200,708 － －

２．資本剰余金     

（１）資本準備金 － 2,482,896 2,482,896 －

（２）その他資本剰余金 － 9,102 9,102 －

　資本剰余金合計 － － 2,491,999 8.2 2,491,999 － －

３．利益剰余金     

（１）利益準備金 － 163,559 163,559 －

（２）その他利益剰余金     

　特別償却準備金 －  13,638  13,638 －  

　別途積立金 －  4,200,000  4,200,000 －  

　繰越利益剰余金 －  635,092  635,092 －  

　利益剰余金合計 － － 5,012,290 16.5 5,012,290 － －

４．自己株式 － － △92,413 △0.3 △92,413 － －

　株主資本合計 － － 9,612,585 31.7 9,612,585 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

　　その他有価証券評価差
額金

－ 295,211 295,211 －

　評価・換算差額等合計 － － 295,211 1.0 295,211 － －

　純資産合計 － － 9,907,796 32.7 9,907,796 － －

　負債純資産合計 － － 30,331,996 100.0 30,331,996 － －
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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 18,689,917 100.0 23,897,628 100.0 5,207,710 40,425,899 100.0

Ⅱ　売上原価 15,749,305 84.3 19,842,881 83.0 4,093,576 34,066,935 84.3

売上総利益 2,940,612 15.7 4,054,746 17.0 1,114,134 6,358,963 15.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,694,237 14.4 3,049,239 12.8 355,002 5,477,839 13.5

営業利益 246,375 1.3 1,005,507 4.2 759,131 881,123 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 241,735 1.3 270,952 1.1 29,216 309,763 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 58,250 0.3 56,570 0.2 △1,680 126,939 0.3

経常利益 429,860 2.3 1,219,889 5.1 790,028 1,063,947 2.6

Ⅵ　特別利益 ※３ 13,194 0.1 101,944 0.4 88,750 51,575 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 66,169 0.4 301,702 1.2 235,533 169,913 0.4

税引前中間(当
期)純利益

376,885 2.0 1,020,130 4.3 643,245 945,609 2.3

法人税、住民
税及び事業税

10,071 575,579  262,494

法人税等調整
額

81,198 91,270 0.5 △54,931 520,648 2.2 429,377 100,309 362,803 0.9

中間(当期)純
利益

285,614 1.5 499,482 2.1 213,867 582,805 1.4

前期繰越利益 115,414 － △115,414 115,414

抱合せ株式消
却損

67,383 － △67,383 67,383

自己株式処分
差損

3,434 － △3,434 4,394

中間(当期)未
処分利益

330,211 － △330,211 626,442
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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

その他
資本剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年１2月3１日
残高（千円）

2,200,708 2,482,896 － 163,559 19,550 3,900,000 626,442 △123,989 9,269,168

当中間会計期間中の変
動額

 
剰余金の配当

      △164,708  △164,708

利益処分による役員
賞与

      △32,035  △32,035

特別償却準備金取崩
額

    △5,911  5,911   

 
別途積立金積立額

     300,000 △300,000   

 
当期純利益

      499,482  499,482

 
自己株式の取得

       △259 △259

 
自己株式の処分

  9,102     31,835 40,938

株主資本以外の項目
の当中間会計期間中
の変動額（純額）

         

当中間会計期間中の
変動額合計（千円）

  9,102  △5,911 300,000 8,649 31,575 343,416

平成18年６月30日
残高（千円）

2,200,708 2,482,896 9,102 163,559 13,638 4,200,000 635,092 △92,413 9,612,585

評価・換算差額等

純資産合計 
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計 

平成17年１2月3１日
残高（千円）

337,709 337,709 9,606,877

当中間会計期間中の変
動額

 
剰余金の配当

  △164,708

利益処分による役員
賞与

  △32,035

特別償却準備金取崩
額

   

 
別途積立金積立額

   

 
当期純利益

  499,482

 
自己株式の取得

  △259

 
自己株式の処分

  40,938

株主資本以外の項目
の当中間会計期間中
の変動額（純額）

△42,497 △42,497 △42,497

当中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△42,497 △42,497 300,919

平成18年６月30日
残高（千円）

295,211 295,211 9,907,796

－ 6 －



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

有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

有価証券

子会社株式

同左

有価証券

子会社株式

同左

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）

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

　　部純資産直入法により処理し

　　売却価格は移動平均法により

　　算定）

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）

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

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

デリバティブ

同左

たな卸資産

　先入先出法による原価法

たな卸資産

同左

たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

有形固定資産

　定率法

同左

有形固定資産

　定率法

同左

建物 31～38年

無形固定資産

　定額法

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

投資評価引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、関係会社の財政状

態等を勘案して計上しております。

投資評価引当金

同左

投資評価引当金

同左

 ─────  役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、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。　

 ─────

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。

　会計基準変更時差異（434,343

千円）については、５年にわた

り均等額を費用処理しておりま

す。

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３年）

による定額法により、発生年度

から損益処理しております。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

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。

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３年）

による定額法により、発生年度

から損益処理しております。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異（434,343

千円）については、５年にわたり

均等額を費用処理しております。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（３年）によ

る定額法により、発生年度から損

益処理しております。

　数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理して

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）

役員退職慰労引当金

　役員の退任による退職慰労金の

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。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

　役員の退任による退職慰労金の

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、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。

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。なお、振当処理の要件を充

たす為替予約及び金利通貨スワッ

プについては、振当処理を採用し

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

当社の内規である「為替予約実

施基準」に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

　当中間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。

(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

当社の内規である「為替予約実

施基準」に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

　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。

①ヘッジ手段…為替予約

金利通貨スワッ

プ

①ヘッジ手段

同左

①ヘッジ手段

同左

②ヘッジ対象…外貨建売掛金

外貨建買掛金

外貨建貸付金

外貨建予定取引

②ヘッジ対象

同左

②ヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ有効性の評価方法

　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ

手段の相場変動を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価

しております。

(3)ヘッジ有効性の評価方法

同左

(3)ヘッジ有効性の評価方法

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

　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）

前事業年度末
（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

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。

──────────

──────────  （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」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第4号）を適用しております。これに

より販売費及び一般管理費が13,200千

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。

──────────

────────── （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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月9日　企業会計基準第5号）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

計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準適用指針第8号）を適用し

ております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は9,907,796千円であり

ます。

　財務諸表等規則の改正により、当中

間会計期間から損益計算書の末尾は中

間（当期）純利益とされております。

──────────

────────── （株主資本等変動計算書に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日企

業会計基準第6号）及び「株主資本等

変動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準適用指針第9

号）を適用しております。

──────────
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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）

前事業年度末
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────────── （ストックオプション等に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「ストックオ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日企

業会計基準第8号）及び「ストックオ

プション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準適用指針第11

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。

──────────

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）

　流動資産の「商品」は当中間会計期間から「たな卸資

産」に名称を変更いたしました。

　前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました投資事業有限責任組合に対する出

資金（当中間会計期間末112,152千円）は、「証券取引法

等を一部改正する法律」（平成16年12月１日施行）及び

「金融商品会計に関する実務指針」が改正されたため、当

中間会計期間より「投資有価証券」に含めて表示すること

に変更いたしました。

　なお、前中間会計期間末の投資その他の資産の「その

他」に含まれている投資事業有限責任組合に対する出資金

は129,442千円であります。

（中間貸借対照表）

──────────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

1,418,535千円 1,546,197千円 1,463,402千円

※２．担保提供資産

  定期預金10,000千円及び投資有価

証券173,679千円を一部の仕入先

に営業保証として差入れておりま

す。

  定期預金10,000千円及び投資有価

証券192,869千円を一部の仕入先

に営業保証として差入れておりま

す。

  定期預金10,000千円及び投資有価

証券223,819千円を一部の仕入先

に営業保証として差入れておりま

す。

※３．期末日満期手形 ───── ───── 　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、当事業

年度期末日は金融機関の休業日で

あったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形   186,938千円

支払手形 236,115

　４．偶発債務 (1)関係会社の金融機関よりの借入

等に対し次のとおり債務保証を

行っております。

(1)　　　 ───── (1)関係会社の金融機関よりの借入

等に対し次のとおり債務保証を

行っております。

ダイトロン,INC. 177,008千円

大途電子(上海)

有限公司
10,020

計 187,028

ダイトロン,INC.   153,491千円

大途電子(上海)

有限公司
23,280

計 176,771

(2)受取手形割引高

230,981千円

(2)受取手形割引高

       207,787千円

(2)受取手形割引高

  237,039千円
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち重要

なもの

受取利息 4,989千円     5,972千円 14,809千円

受取配当金 168,566 107,726 171,551

不動産賃貸収入 25,885 23,234 49,120

経営指導料 8,105 8,906 17,853

投資事業組合運用益 － 103,506 －

※２．営業外費用のうち重要

なもの

支払利息 23,853千円       19,750千円       48,065千円

手形売却損 1,521 1,290 3,235

不動産賃貸費用 13,896 11,765 27,420

※３．特別利益のうち重要な

もの

固定資産売却益 工具器具及び備品 10,293千円

　  

工具器具及び備品 16,367千円

　  

機械装置及び運搬具 547千円

工具器具及び備品 10,299

　計 10,846

投資有価証券売却益 － 80,534 36,757

貸倒引当金戻入額 2,900 5,041 3,970

※４．特別損失のうち重要な

もの

固定資産徐売却損 ＜除却損＞

工具器具及び備品 414千円

ソフトウェア 81

　計 495

＜除却損＞

工具器具及び備品 55千円

　  

＜売却損＞

工具器具及び備品 1,672千円

＜除却損＞

工具器具及び備品 3,004千円

ソフトウェア 89

　計 3,094

投資評価引当金繰入額 22,633 301,647 78,671

退職給付会計基準変更

時差異処理額
43,040 － 86,474

　５．減価償却実施額

有形固定資産 98,537千円       88,566千円        203,132千円

無形固定資産 5,343 5,002 11,049

（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

区分 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

　　自己株式     

　　　　普通株式  　　　　　175,392株  　　　　　　　200株  　　　　　45,000株  　　　130,592株

　（注）普通株式の自己株式の増加200株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少45,000株は新株予約権の権利行

使による自己株式の処分による減少であります。
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①　リース取引

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）

　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

（有形固定資産その他）

(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

（有形固定資産その他）

(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

（有形固定資産その他）

取得価額相当額 266,393千円

減価償却累計額

相当額
95,759

中間期末残高相

当額
170,633

取得価額相当額   278,069千円

減価償却累計額

相当額
128,792

中間期末残高相

当額
149,277

取得価額相当額   285,132千円

減価償却累計額

相当額
125,578

期末残高相当額 159,554

（無形固定資産） （無形固定資産） （無形固定資産）

取得価額相当額 96,633千円

減価償却累計額

相当額
24,167

中間期末残高相

当額
72,465

取得価額相当額   108,603千円

減価償却累計額

相当額
48,809

中間期末残高相

当額
59,794

取得価額相当額 102,807千円

減価償却累計額

相当額
36,141

期末残高相当額 66,666

（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。

同左 （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 80,536千円

１年超 162,563

合計 243,099

１年内 88,350千円

１年超 120,720

合計 209,071

１年内 85,413千円

１年超 140,807

合計 226,221

（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。

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 41,091千円

減価償却費相当

額
41,091

支払リース料   44,392千円

減価償却費相当

額
44,392

支払リース料 82,883千円

減価償却費相当

額
82,883

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

②　有価証券

　前中間会計期間末（平成17年６月30日現在）、当中間会計期間末（平成18年６月30日現在）及び前事業年度末（平

成17年12月31日現在）において関係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）

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株当たり純資産額 836.61円       898.63円 871.98円

１株当たり中間（当期）純利益 25.96円      45.44円 50.11円

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益
25.90円      45.25円      50.02円

　（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） 285,614 499,482 582,805

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 32,035

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) (32,035)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
285,614 499,482 550,770

期中平均株式数（千株） 11,004 10,993 10,990

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） － － －

普通株式増加数（千株） 23 46 19

（うち転換社債） (－) (－) (－)

（うち新株予約権） (23) (46) (19)

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

新株予約権(1,480個) ───── 新株予約権(1,450個)
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