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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 7,419 (△11.1) 44 (△91.4) 60 (△89.4)

17年６月中間期 8,346 ( △2.7) 516 (△23.4) 572 (△13.1)

17年12月期 15,645 597 677

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 △30 (－) △9 00

17年６月中間期 352 ( △4.7) 103 54

17年12月期 412 118 83

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期3,399,912株 17年６月中間期3,400,000株 17年12月期 3,400,000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 17,621 7,354 41.7 2,163 13

17年６月中間期 17,395 7,417 42.6 2,181 49

17年12月期 18,493 7,504 40.6 2,204 80

 

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期3,399,900株 17年６月中間期3,400,000株 17年12月期 3,400,000株

②期末自己株式数 18年６月中間期 100株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －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 16,512 704 347

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　102円26銭
 

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期    30  30

18年６月期（実績） － － － － － －

18年12月期（予想） － － － 30 － 30

 

※　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。

－ 1 －



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  3,578,968   3,209,566    2,910,864   

２．受取手形 ※３ 312,067   300,320    280,077   

３．売掛金  2,007,415   2,067,959    2,637,415   

４．たな卸資産  6,958,084   6,760,592    7,425,893   

５．繰延税金資産  175,849   151,605    121,173   

６．その他  59,009   373,293    272,641   

貸倒引当金  △10,000   －    －   

流動資産合計   13,081,394 75.2  12,863,336 73.0 △218,058  13,648,066 73.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  1,907,602   2,202,554    2,252,814   

(2）機械装置  59,434   362,418    409,748   

(3）土地  1,109,382   1,006,683    1,109,382   

(4）その他  370,355   166,402    167,194   

計  3,446,774   3,738,058   291,283 3,939,138   

２．無形固定資産  95,118   82,174   △12,944 88,860   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 179,615   278,490    212,919   

(2）関係会社株
式

 45,687   45,687    45,687   

(3）関係会社出
資金

 172,842   172,842    172,842   

(4）繰延税金資
産

 239,002   300,774    251,331   

(5）その他  135,404   139,701    134,768   

貸倒引当金  －   －    －   

計  772,551   937,495   164,943 817,548   

固定資産合計   4,314,445 24.8  4,757,727 27.0 443,282  4,845,547 26.2

資産合計   17,395,840 100.0  17,621,064 100.0 225,224  18,493,613 100.0

            

－ 2 －



 
 

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  3,462,378   2,294,350    3,746,670   

２．買掛金  411,289   682,775    1,088,182   

３．短期借入金  460,000   －    －   

４．１年以内返済
予定長期借入
金

 390,500   424,860    433,280   

５．未払法人税等  246,118   80,802    －   

６．未払金  300,772   386,147    455,475   

７．前受金  2,931,798   4,644,415    3,359,929   

８．設備支払手形  155,790   15,106    52,077   

９．製品保証引当
金

 143,000   83,000    89,000   

10．賞与引当金  45,200   51,030    34,290   

11．その他 ※5 145,655   67,609    8,161   

流動負債合計   8,692,502 50.0  8,730,097 49.6 37,595  9,267,067 50.1

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  798,270   912,620    1,120,840   

２．退職給付引当
金

 286,726   331,094    315,609   

３．役員退職慰労
引当金

 201,275   215,457    208,395   

４．その他  －   77,381    77,381   

固定負債合計   1,286,271 7.4  1,536,552 8.7 250,280  1,722,225 9.3

負債合計   9,978,774 57.4  10,266,650 58.3 287,875  10,989,292 59.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,395,240 8.0  － －   1,395,240 7.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,909,398   －    1,909,398   

資本剰余金合計   1,909,398 11.0  － －   1,909,398 10.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  24,000   －    24,000   

２．任意積立金            

(1）特別償却準
備金

 2,215   －    2,215   

(2）別途積立金  3,570,000   －    3,570,000   

３．中間(当期)未
処分利益

 504,776   －    564,745   

利益剰余金合計   4,100,992 23.6  － － －  4,160,960 22.5

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  11,435 0.0  － － －  38,722 0.2

資本合計   7,417,065 42.6  － － －  7,504,321 40.6

負債・資本合計   17,395,840 100.0  － － －  18,493,613 100.0

            

－ 3 －



 
 

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   － －  1,395,240 7.9 －  － －

   2.資本剰余金            

   　資本準備金  －   1,909,398    －   

 　資本剰余金合計   － －  1,909,398 10.8 －  － －

 　3.利益剰余金            

 　（1）利益準備金  －   24,000    －   

 　（2）その他利益剰
　　　　余金

           

 　　　 別途積立金  －   3,870,000    －   

 　　   繰越利益剰余
        金

 －   126,375    －   

 　利益剰余金合計   － －  4,020,375 22.8 －  － －

 　4.自己株式   － －  △400 △0.0 －  － －

 　株主資本合計   － －  7,324,613 41.5 －  － －

 Ⅱ評価・換算差額等            

 　その他有価証券評
　 価差額金

 －   29,800    －   

   評価・換算差額等
   合計

  － －  29,800 0.2 －  － －

 Ⅲ　新株予約権   － －  － － －  － －

 　純資産合計   － －  7,354,413 41.7 －  － －

 　負債純資産合計   － －  17,621,064 100.0 －  － －
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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   8,346,480 100.0  7,419,927 100.0 △926,553  15,645,379 100.0

Ⅱ　売上原価   7,050,118 84.5  6,506,476 87.7 △543,641  13,609,671 87.0

売上総利益   1,296,362 15.5  913,450 12.3 △382,911  2,035,707 13.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  779,692 9.3  868,780 11.7 89,088  1,437,744 9.2

営業利益   516,669 6.2  44,669 0.6 △472,000  597,963 3.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  66,112 0.8  33,098 0.4 33,014  102,893 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  10,617 0.1  17,360 0.2 6,743  23,668 0.2

経常利益   572,164 6.9  60,407 0.8 △511,757  677,188 4.3

Ⅵ　特別利益 ※３  2,060 0.0  3,263 0.1 1,203  12,060 0.1

Ⅶ　特別損失
※４,
※６

 506 0.0  110,387 1.5 109,881  10,125 0.1

税引前中間
（当期）純利
益又は純損失
（△）

  573,717 6.9  △46,716 △0.6 △620,434  679,122 4.3

法人税、住民
税及び事業税

 219,388   57,695   △161,692 240,973   

法人税等調整
額

 2,291 221,679 2.7 △73,826 △16,131 △0.2 △76,118 26,142 267,115 1.7

中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  352,037 4.2  △30,585 △0.4 △382,623  412,006 2.6

前期繰越利益   152,738   －  －  152,738  

中間(当期)未
処分利益

  504,776   －  －  564,745  
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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

特別償却
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残

高

（千円）

1,395,240 1,909,398 1,909,398 24,000 2,215 3,570,000 564,745 4,160,960 － 7,465,598

中間会計期間中の変動

額

特別償却準備金の取

崩し
    △2,215  2,215 －  －

別途積立金の積立て      300,000 △300,000 －  －

剰余金の配当       △102,000 △102,000  △102,000

利益処分による役員

賞与
      △8,000 △8,000  △8,000

中間純損失       △30,585 △30,585  △30,585

自己株式の取得         △400 △400

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）

    △2,215 300,000 △438,369 △140,585 △400 △140,985

平成18年６月30日　残

高

（千円）

1,395,240 1,909,398 1,909,398 24,000 － 3,870,000 126,375 4,020,375 △400 7,324,613

評価・換算差額等

新株予約権 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）
38,722 38,722 － 7,504,321

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し    －

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △102,000

 利益処分による役員賞与    △8,000

中間純損失    △30,585

自己株式の取得    △400

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△8,921 △8,921 － △8,921

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△8,921 △8,921 － △149,907

平成18年６月30日　残高

（千円）
29,800 29,800 － 7,354,413

－ 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

(1）　　――――――――

　

(1）満期保有目的の債権

    償却原価法（定額法)

(1）　　 ――――――――

　　

 (2)子会社株式 

 移動平均法による原価法

(2)子会社株式 

同左 

(2)子会社株式 

同左 

 (3）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）

(3）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(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）　

(3）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

 (4）たな卸資産

商品、仕掛品

　個別法による原価法

(4）たな卸資産

商品、仕掛品

同左　　　

(4）たな卸資産

商品、仕掛品

　　同左

 原材料

　移動平均法による原価法

原材料

同左　　　

原材料

　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

　定額法

その他の有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　27～39年

機械装置　　　　８～12年

(1）有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

　定額法　　

その他の有形固定資産 

  定率法

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

 建物　　　　　　28～37年

 機械装置　　　　８～12年

(1）有形固定資産

　建物(建物附属設備を除く)

 　　　定額法

 　　その他の有形固定資産

 　　　定率法

 　　　なお、主な耐用年数は次の

　　 とおりであります。　

     建物　　　　　　27～39年

     機械装置　　　　８～12年

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェア(自社利

用)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づいて

おります。

(2）無形固定資産

同左　　　

　

(2）無形固定資産

　　同左

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て、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額を期間に基づ

いて計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　　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）製品保証引当金

　製品の保証期間のメンテナン

ス及び交換に伴う支出に備える

ため、保証期間のサービス費用

見積額を計上しております。

(3）製品保証引当金

同左 

(3）製品保証引当金

　　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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員平均残存勤務期間

内の一定の年数(５年)による定

額法により、翌事業年度から費

用処理することとしております。

(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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員平均残存勤務期間

内の一定の年数(５年)による定

額法により、翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

 

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

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。

(5）役員退職慰労引当金

同左　　　　

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

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．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　　

５．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

　消費税及び地方消費税の会計

利処理処理は税抜方式によって

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益は102,699

千円減少しております。

　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「純資産の部」の表示）

  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）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）に基

づいて貸借対照表を作成しております。

　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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前事業年度末
（平成17年12月31日現在）

※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

 2,028,834千円     2,274,575千円     2,175,540千円

　２　保証債務

　子会社であるプレテック株式会社の金

融機関からの借入金68,300千円に対し、

債務保証を行っております。

　２　保証債務

　子会社であるプレテック株式会社の金

融機関からの借入金33,500千円及び海外

子会社である上海龍雲精密有限公司のリー

ス会社に対する未払リース料16,317千円

に対し、債務保証を行っております。

　２　保証債務

　子会社であるプレテック株式会社の金

融機関からの借入金50,900千円及び海外

子会社である上海龍雲精密有限公司のリ

ース会社に対する未払リース料18,201千

円に対し、債務保証を行っております。

※３　　─────────　　　　　

 

※３　　─────────　　　　　 ※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、

当事業年度の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期末残

高に含まれております。

受取手形 20,972千円

  ４　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

    ため取引銀行２行と当座借越契約を締結し

    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。

 

当座借越極度額の総額 　　800,000千円 

借入実行残高  　　　－ 千円

差引額  　800,000千円

 ※５　消費税等の取扱い

   　 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

    のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

    動負債の「その他」に含めて表示してお

    ります。 　

 ４　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

   ため取引銀行２行と当座借越契約を締結し

　 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。

 

当座借越極度額の総額    1,300,000千円 

借入実行残高  　  　　－ 千円　

差引額　    1,300,000千円

※５　消費税等の取扱い 

 　　 同左

 ４　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

   ため取引銀行２行と当座借越契約を締結し

   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。

　　 

当座借越極度額の総額   1,300,000千円

 借入実行残高　  　  　   － 千円

 差引額     1,300,000千円

 ※５　　─────────　
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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なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

保険解約返戻金 34,129千円 賃貸収入       17,239千円 賃貸収入       35,153千円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息 10,250千円 支払利息       10,554千円 支払利息       22,806千円

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの

貸倒引当金戻入益 2,060千円 投資有価証券売却益      3,219千円 貸倒引当金戻入益      12,060千円

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損 506千円 減損損失    102,699千円 投資有価証券評価損      6,585千円

　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 89,866千円

無形固定資産 17,642千円

有形固定資産      147,845千円

無形固定資産       16,643千円

有形固定資産      240,862千円

無形固定資産       36,476千円

 ※６　　────────  ※６　減損損失

    当中間会計期間において当社は以下の 

  資産グループについて減損損失を計上し

  ました。

用途 種類 場所
損失額　

（千円）

遊休地 土地、山林
  岡山県　

　真庭市
66,964

遊休地 土地
　岡山県　

井原市
35,734

 当社は、事業用資産について管理会計上の

区分を基礎として、事業の種類を最小の単位

として捉えグルーピングしております。但し、

遊休地については、個別物件単位でグルーピ

ングを行っております。

　遊休資産については、将来の具体的な利用

計画がなく、かつ、地価が帳簿価額を著しく

下回っていると見られることから、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。

その内訳は、土地102,699千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定し、土地及び山林につ

いては、不動産鑑定評価額及び固定資産税課

税評価額を基礎とした価額により評価してお

ります。

 

 ※６　　────────

（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） － 100 － 100

合計 － 100 － 100

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100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

(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

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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）

機械装置 373,260 229,709 143,550

その他 116,747 86,451 30,296

合計 490,007 316,160 173,847

 
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）

機械装置 383,619 250,261 133,358

その他 87,119 75,507 11,611

合計 470,738 325,769 144,969

 
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）

機械装置 407,871 257,377 150,494

その他 87,119 67,537 19,581

合計 494,990 324,915 170,075

(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等 (2）未経過リース料期末残高相当額

  　 未経過リース料中間期末残高相当額　　  

１年内 83,000千円

１年超 104,180千円

合計 187,181千円

１年内       71,250千円

１年超        82,382千円

合計        153,632千円

１年内 81,918千円

１年超      99,358千円

合計        181,277千円

(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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(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 48,287千円

減価償却費相当額 41,839千円

支払利息相当額 4,903千円

支払リース料       48,348千円

減価償却費相当額       42,105千円

支払利息相当額      3,701千円

支払リース料       97,777千円

減価償却費相当額       84,815千円

支払利息相当額       9,288千円

(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

 

 

 （減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 

 

 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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 2,181.49円

１株当たり中間純利益

金額
103.54円

１株当たり純資産額   2,163.13円

１株当たり中間純利益

金額
   △9.00円

１株当たり純資産額 2,204.80円

１株当たり当期純利益

金額
    118.83円

　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。

　

　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。

　（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） 352,037 △30,585 412,006

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 8,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （8,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
352,037 △30,585 404,006

期中平均株式数（千株） 3,400 3,399 3,400
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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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