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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 1,924 (   5.1) 174 (  19.5) 177 (  79.6)

17年６月中間期 1,830 (  11.0) 146 (  11.1) 98 (△26.0)

17年12月期 3,872 380 337

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 95 ( 236.8) 75 83

17年６月中間期 28 (△40.0) 26 06

17年12月期 168 143 15

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 1,259,956株 17年６月中間期 1,088,729株 17年12月期 1,175,068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 （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株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 2,027 1,407 69.4 1,117 11

17年６月中間期 1,818 1,235 67.9 980 20

17年12月期 2,104 1,376 65.4 1,092 40

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期  1,259,920株 17年６月中間期 1,260,000株 17年12月期 1,260,000株
②期末自己株式数 18年６月中間期 80株 17年６月中間期 0株 17年12月期 0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
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 4,160  431  227  35 00 60 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 180円73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  － 50.00 50.00

18年12月期（実績） 25.00 －  

18年12月期（予想） － 35.00 60.00

（注）18年12月中間期末配当金の内訳　記念配当　　　0円　00銭　特別配当　　　0円　00銭

※　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中間決算短信（連結）添付資料の８ページを参照して下さい。
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７．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  421,874   659,292    707,361  

２．受取手形   119,751   96,557    103,646  

３．売掛金   455,074   539,632    649,892  

４．未成サービス
支出金

  69,349   27,137    41,259  

５．前払費用   2,150   13,993    3,831  

６．繰延税金資産   1,593   6,011    9,886  

７．その他   2,085   5,173    666  

貸倒引当金   △14,321   △22,088    △20,873  

流動資産合計   1,057,556 58.1  1,325,708 65.4 268,152  1,495,672 71.1

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産            

１．建物 ※1.2  138,183   144,939    132,392  

２．車両運搬具 ※１  4,636   4,168    4,959  

３．工具器具備
品

※１  34,504   41,112    34,275  

４．土地 ※２  70,680   70,680    70,680  

有形固定資産
合計

  248,006 13.6  260,900 12.9 12,894  242,308 11.5

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェ
ア

  4,256   3,657    3,387  

２．電話加入権   2,009   2,009    2,009  

無形固定資産
合計

  6,266 0.4  5,667 0.3 △598  5,397 0.3

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証
券

  152,967   46,337    47,052  

２．関係会社株
式

  15,934   15,934    15,934  

３．出資金   1,000   －    1,000  

４．敷金・保証
金

  154,738   153,807    135,181  

５．保険積立金   62,840   113,393    63,143  

６．会員権   6,370   6,360    6,360  

７．繰延税金資
産

  113,235   99,591    92,303  

投資その他の
資産合計

  507,086 27.9  435,424 21.5 △71,662  360,975 17.2

固定資産合計   761,359 41.9  701,992 34.6 △59,367  608,680 28.9

資産合計   1,818,916 100.0  2,027,701 100.0 208,785  2,104,353 100.0
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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．買掛金   156,310   181,861    263,147  

２．一年以内返済
予定の長期借
入金

※２  30,200   18,000    23,200  

３．未払金   88,151   57,277    59,457  

４．未払費用   32,792   40,380    38,252  

５．未払法人税等   61,199   87,570    117,376  

６．未払消費税等   8,430   25,283    15,944  

７．前受金   452   －    －  

８．預り金   23,060   25,965    26,764  

９．その他   917   －    －  

流動負債合計   401,514 22.1  437,487 21.6 35,973  544,142 25.9

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  24,500   6,500    16,000  

２．退職給付引当
金

  111,349   127,547    120,183  

３．役員退職慰労
引当金

  46,500   48,700    47,600  

固定負債合計   182,349 10.0  182,747 9.0 398  183,783 8.7

負債合計   583,863 32.1  620,235 30.6 36,371  727,926 34.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   419,900 23.1  － －   419,900 20.0

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  360,655   －    360,655   

資本剰余金合計   360,655 19.8  － －   360,655 17.1

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  13,500   －    13,500   

２．任意積立金  200,000   －    200,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 228,892   －    368,736   

利益剰余金合計   442,392 24.3  － －   582,236 27.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  12,104 0.7  － －   13,635 0.6

資本合計   1,235,052 67.9  － －   1,376,426 65.4

負債・資本合計   1,818,916 100.0  － －   2,104,353 100.0
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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  － － 419,900 20.7  － －

２．資本剰余金   

(1)　資本準備

金
－ 360,655  －

(2)　その他資

本剰余金
－ －  －

資本剰余金合

計
－ － 360,655 17.8  － －

３．利益剰余金   

(1)　利益準備

金
－ 13,500  －

(2)　その他利

益剰余金
    

別途積立

金
－ 300,000  －

繰越利益

剰余金
－ 301,276  －

利益剰余金合

計
 － － 614,776 30.3  － －

４．自己株式  － － △257 △0.0  － －

株主資本合計  － － 1,395,073 68.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
       

その他有価証

券評価差額金
－  12,392   － －

評価・換算差額

等合計
－ － 12,392 0.6  － －

純資産合計 － － 1,407,466 69.4  － －

負債純資産合計 － － 2,027,701 100.0  － －

－ 4 －



(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   1,830,998 100.0  1,924,755 100.0 93,756  3,872,166 100.0

Ⅱ　売上原価   736,621 40.2  706,707 36.7 △29,914  1,551,648 40.1

売上総利益   1,094,377 59.8  1,218,048 63.3 123,670  2,320,518 59.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  947,988 51.8  1,043,083 54.2 95,095  1,940,202 50.1

営業利益   146,388 8.0  174,964 9.1 28,575  380,315 9.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,579 0.5  5,821 0.3 △2,758  15,886 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  56,232 3.1  3,487 0.2 △52,744  58,963 1.5

経常利益   98,736 5.4  177,297 9.2 78,561  337,238 8.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  － － －  26,087 0.7

Ⅶ　特別損失 ※４  21,838 1.2  1,055 0.1 △20,783  26,658 0.7

税引前中間
（当期）純利
益

  76,897 4.2  176,242 9.2 99,344  336,667 8.7

法人税、住民
税及び事業税

 57,231   83,262    165,568   

法人税等調整
額

 △8,703 48,527 2.7 △2,559 80,702 4.2 32,175 2,885 168,453 4.4

中間（当期）
純利益

  28,370 1.5  95,539 5.0 67,169  168,213 4.3

前期繰越利益   200,522   －    200,522  

中間（当期）
未処分利益

  228,892   －    368,736  
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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 

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 

 別途

積立金

繰越

利益

剰余金

 平成17年12月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
419,900 360,655 360,655 13,500 200,000 368,736 582,236 － 1,362,791

中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立て － － － － 100,000 △100,000 － － －

 　剰余金の配当 － － － － － △63,000 △63,000 － △63,000

 　中間純利益 － － － － － 95,539 95,539 － 95,539

 　自己株式の取得 － － － － － － － △257 △257

 　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）
－ － － － 100,000 △67,460 32,539 △257 32,282

 平成18年６月30日　残高

　　　　　　　　（千円）
419,900 360,655 360,655 13,500 300,000 301,276 614,776 △257 1,395,073

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

　　　　　　　（百万円）
13,635 13,635 1,376,426

 中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立て － － －

 　剰余金の配当 － － △63,000

 　中間純利益 － － 95,539

 　自己株式の取得 － － △257

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1,243 △1,243 △1,243

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　（百万円）
△1,243 △1,243 31,039

 平成18年６月30日　残高

　　　　　　　（百万円）
12,392 12,392 1,407,466
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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　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）

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） 

 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) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

────────

(2) デリバティブ 

時価法

 (3）たな卸資産

 ①　未成サービス支出金

 個別法による原価法

(3）たな卸資産

 ①　未成サービス支出金

同左

 (3）たな卸資産

 ①　未成サービス支出金

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。但し、

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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 主な耐用年数

建物　　　　　６年～47年

車両運搬具　　　　　６年

工具器具備品　５年～20年

  

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産 

同左

 耐用年数

ソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）

  

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等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）退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備える

ため、当中間会計期間末における

簡便法による退職給付債務及び年

金資産に基づき計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備える

ため、当事業年度末における簡便

法による退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末支

給見込額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末支給見

込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については、

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については、

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。

－ 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）

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。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・売掛金

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・売掛金

 ③　ヘッジ方針

為替変動リスクヘッジのため、

対象債権の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 ③　ヘッジ方針 

為替変動リスクヘッジのため、

対象債権の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

  ④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

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

①　繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

  (追加情報)

平成17年３月24日に実施いたし

ました有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）による

新株式発行（120,000株）は引受

証券会社が引受価額で引受けを行

い、これを引受価額と異なる募集

価額で一般投資家に販売するスプ

レッド方式の売買引受契約によっ

ております。 

スプレッド方式では、募集価額

と引受価額との差額23,520千円が

事実上の引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する引受手

数料の支払はありません。このた

め、新株発行費に引受手数料は含

まれておりません。 

─────── ①　繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

  (追加情報)

平成17年３月24日に実施いたし

ました有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）による

新株式発行（120,000株）は引受

証券会社が引受価額で引受けを行

い、これを引受価額と異なる募集

価額で一般投資家に販売するスプ

レッド方式の売買引受契約によっ

ております。 

スプレッド方式では、募集価額

と引受価額との差額23,520千円が

事実上の引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する引受手

数料の支払はありません。このた

め、新株発行費に引受手数料は含

まれておりません。 

 ②　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②　消費税等の会計処理

同左

②　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

1,407百万円であります。

　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

137,662千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

156,819千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

143,092千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 7,582千円

建物 18,854千円

土地 9,360千円

合計 35,796千円

定期預金 7,582千円

建物 18,311千円

土地 9,360千円

合計 35,254千円

定期預金 7,582千円

建物 18,583千円

土地 9,360千円

合計 35,525千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 14,000千円

合計 14,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
  6,000千円

長期借入金   2,000千円

合計  8,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
6,000千円

長期借入金 5,000千円

合計 11,000千円

（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 25千円

受取配当金 2,075千円

賃貸収益 5,334千円

受取利息 3千円

受取配当金 2,423千円

仕入割引 783千円

賃貸収益 2,240千円

受取利息 55千円

受取配当金   2,463千円

賃貸収益   11,106千円

※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 2,345千円

新株発行費用 11,558千円

上場関連費用 42,172千円

支払利息 556千円

為替差損失 2,931千円

支払利息 4,299千円

新株発行費用  11,558千円

上場関連費用  42,172千円

※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 26,067円

※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 ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 10,293千円

投資有価証券評価損 11,544千円

投資有価証券評価損 1,055千円 固定資産除却損 10,293千円

投資有価証券評価損 16,364千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 10,726千円

無形固定資産 884千円

有形固定資産 13,914千円

無形固定資産 936千円

有形固定資産 24,418千円

無形固定資産 1,753千円

（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） － 80 － 80

 　　　　合計 － 80 － 80

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加80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）

工具器具
備品

72,739 36,109 36,630

ソフト
ウェア

14,397 12,375 2,022

合計 87,137 48,485 38,652

 
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）

工具器具
備品

58,614 34,931 23,682

合計 58,614 34,931 23,682

 
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）

工具器具
備品

67,059 37,242 29,817

ソフト
ウェア

14,397 13,815 582

合計 81,457 51,057 30,399

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 15,978千円

１年超 24,505千円

合計 40,484千円

１年内    8,627千円

１年超       15,616千円

合計       24,244千円

１年内 11,614千円

１年超  19,504千円

合計  31,119千円

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 11,454千円

減価償却費相当額 10,432千円

支払利息相当額 720千円

支払リース料       7,234千円

減価償却費相当額       6,716千円

支払利息相当額    366千円

支払リース料 20,397千円

減価償却費相当額 17,620千円

支払利息相当額 1,304千円

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

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）において子会社株式及

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 980円20銭

１株当たり中間純利益金額 26円06銭

１株当たり純資産額   1,117円11銭

１株当たり中間純利益金額   75円83銭

１株当たり純資産額 1,092円40銭

１株当たり当期純利益金額 143円15銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しません

ので、記載しておりません。

 

当社は、平成16年８月２日付で株式１株に

つき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

仮定した場合の前中間会計期間における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

１株当たり純資産額           1,096円58銭

１株当たり中間純利益金額        69円56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、中間期末時点で新株引受権が

存在しますが、当社株式は非上場かつ非登録

の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

益金額については、潜在株式が存在しません

ので、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

益金額については、期末時点で新株引受権が

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）

中間（当期）純利益（千円） 28,370 95,539 168,213

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） 28,370 95,539 168,213

期中平均株式数（千株） 1,088 1,259 1,175

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

───── ───── ─────
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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）

 ─────────  ─────────  ─────────
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