
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） 

 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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 19円12銭 

  

３．配当状況 

（注）17年12月期期末配当金の内訳 普通配当 2円50銭 記念配当 2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。 

(財)財務会計基準機構会員
 

平成１８年１２月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年8月22日

上場会社名 理研コランダム株式会社 上場取引所 東証市場（第２部） 

コード番号 5395 本社所在都道府県 埼玉県  

(URL http://www.rikencorundum.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 坂爪 康一 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長  氏名 西村 恭幸 ＴＥＬ  （０４８）５９６－４４１１ 

決算取締役会開催日 平成18年8月22日 配当支払開始日 平成18年9月15日 

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）   

(1）経営成績 （注）単位未満の端数については四捨五入によっております。

 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 2,658 5.7 80 △45.9 93 △39.6 

17年6月中間期 2,514 2.4 148 △7.4 154 △2.6 

17年12月期 5,228  310  323  

 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 59 △34.2 6 26 

17年6月中間期 90 3.2 9 51 

17年12月期 174  16 70 

（注）①期中平均株式数 18年6月中間期 9,415,286株 17年6月中間期 9,419,689株 17年12月期 9,419,198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 6,075 3,321 54.7 352 79 

17年6月中間期 5,851 3,086 52.8 327 68 

17年12月期 6,222 3,341 53.7 352 93 

（注）①期末発行済株式数 18年6月中間期  9,412,974株 17年6月中間期 9,419,033株 17年12月期 9,417,449株

②期末自己株式数 18年6月中間期   587,026株 17年6月中間期 580,967株 17年12月期   582,551株

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 5,600 290 180 

・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 2.5 4.5 7.0 

18年12月期（実績） 3.0 － 
6.0 

18年12月期（予想） － 3.0 
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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） 
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   669,184     280,051     325,930     

２ 受取手形 ※３ 267,875     177,373     351,594     

３ 売掛金   838,386     925,324     961,496     

４ たな卸資産   1,199,910     1,312,451     1,254,466     

５ その他   88,967     147,532     92,396     

貸倒引当金   △7,500     △3,400     △7,200     

流動資産合計     3,056,822 52.2   2,839,331 46.7   2,978,682 47.9 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産 ※１                   

(1）建物 ※２ 1,148,889     1,129,732     1,153,933     

(2）機械及び装置   223,934     260,792     214,055     

(3）土地 ※２ 314,504     314,504     314,504     

(4）その他   84,163     70,007     77,059     

計     1,771,490 30.3   1,775,035 29.2   1,759,551 28.3 

２ 無形固定資産     28,081 0.5   34,760 0.6   28,406 0.4 

３ 投資その他の資
産 

                    

(1）投資有価証券   713,696     1,134,413     1,162,161     

(2）その他   283,095     293,327     295,723     

貸倒引当金   △2,400     △1,900     △2,100     

計     994,391 17.0   1,425,840 23.5   1,455,784 23.4 

固定資産合計     2,793,962 47.8   3,235,635 53.3   3,243,741 52.1 

資産合計     5,850,784 100.0   6,074,966 100.0   6,222,423 100.0 

                      

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 支払手形 ※３ 607,441     604,397     637,543     

 ２ 設備支払手形   162,286     －     －     

３ 買掛金   268,398     250,251     266,845     

４ 短期借入金   180,000     140,000     162,000     

５ 一年内返済予定
長期借入金 

  296,140     403,640     306,040     

６ 未払法人税等   70,407     34,278     90,250     

７ 未払消費税等   3     －     －     

８ 賞与引当金   62,000     62,500     61,000     

９ その他   143,988     153,646     146,772     

流動負債合計     1,790,663 30.6   1,648,712 27.1   1,670,450 26.8 
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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
（％） 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金 ※２ 475,360     495,520     585,790     

２ 繰延税金負債   72,055     191,279     202,646     

３ 修繕引当金   67,798     73,065     69,272     

４ 退職給付引当金   226,658     212,248     212,606     

５ 役員退職慰労引
当金 

  81,787     83,338     90,962     

６ 長期預り金   50,000     50,000     50,000     

固定負債合計     973,658 16.6   1,105,450 18.2   1,211,276 19.5 

負債合計     2,764,321 47.2   2,754,162 45.3   2,881,726 46.3 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     500,000 8.6   － －   500,000 8.0 

Ⅱ 資本剰余金                     

１ 資本準備金   89,675     －     89,675     

資本剰余金合計     89,675 1.5   － －   89,675 1.5 

Ⅲ 利益剰余金                     

１ 利益準備金   125,000     －     125,000     

２ 任意積立金   2,023,572     －     2,023,572     

３ 中間（当期）未
処分利益 

  234,340     －     295,497     

利益剰余金合計     2,382,912 40.7   － －   2,444,069 39.3 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    222,498 3.8   － －   416,213 6.7 

Ⅴ 自己株式     △108,622 △1.8   － －   △109,260 △1.8 

資本合計     3,086,463 52.8   － －   3,340,697 53.7 

負債・資本合計     5,850,784 100.0   － －   6,222,423 100.0 
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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） 

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 
（％） 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  500,000 8.2  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   89,675   －   

資本剰余金合計    － －  89,675 1.5  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   125,000   －   

(2）その他利益剰
余金 

      2,318,624       

配当準備積立
金 

  －   250,000   －   

固定資産圧縮
積立金  

      115,618       

別途積立金   －   1,748,700   －   

繰越利益剰余
金 

  －   204,306   －   

利益剰余金合計    － －  2,443,624 40.2  － － 

４ 自己株式    － －  △112,170 △1.8  － － 

株主資本合計    － －  2,921,129 48.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券
評価差額金 

   － －  399,675 6.6  － － 

評価・換算差額等
合計 

   － －  399,675 6.6  － － 

純資産合計    － －  3,320,804 54.7  － － 

負債純資産合計    － －  6,074,966 100.0  － － 
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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     2,513,762 100.0   2,658,092 100.0   5,228,346 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,793,321 71.3   2,036,077 76.6   3,801,306 72.7 

売上総利益     720,441 28.7   622,015 23.4   1,427,040 27.3 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    572,537 22.8   541,942 20.4   1,117,095 21.4 

営業利益     147,904 5.9   80,073 3.0   309,945 5.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１   15,742 0.6   30,760 1.2   37,499 0.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２   9,698 0.4   17,813 0.7   24,174 0.4 

経常利益     153,948 6.1   93,020 3.5   323,270 6.2 

Ⅵ 特別利益 ※３   1,655 0.1   4,133 0.2   2,255 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４   738 0.0   1,612 0.1   11,298 0.2 

税引前中間（当
期）純利益 

    154,865 6.2   95,541 3.6   314,227 6.0 

法人税、住民税
及び事業税 

  66,612     30,000     145,400     

法人税等調整額   △1,370 65,242 2.6 6,607 36,607 1.4 △5,500 139,900 2.7 

中間（当期）純
利益 

    89,623 3.6   58,934 2.2   174,327 3.3 

前期繰越利益     144,717     142,553     144,717   

中間配当額     －     －     23,547   

中間（当期）未
処分利益 

    234,340     201,487     295,497   

           

- 5 -



(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 

配当準備
積立金 

 固定資
産圧縮
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） 
500,000 89,675 89,675 125,000 250,000 124,872 1,648,700 295,497 2,444,069 △109,260 2,924,484 

中間会計期間中の変動額            

固定資産圧縮積立金の

取崩し（千円） 
          △9,254   9,254 －   － 

別途積立金の積立（千

円） 
            100,000 △100,000 －   － 

剰余金の配当（千円）               △42,379 △42,379   △42,379 

利益処分による役員賞

与（千円）  
              △17,000 △17,000   △17,000 

中間純利益（千円）               58,934 58,934   58,934 

自己株式の取得（千

円） 
                  △2,910 △2,910 

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） 

－ － － － － △9,254 100,000 △91,191 △445 △2,910 △3,355 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
500,000 89,675 89,675 125,000 250,000 115,618 1,748,700 204,306 2,443,624 △112,170 2,921,129 

 
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） 
416,213 416,213 3,340,697 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取崩し（千円）   － － 

別途積立金の積立（千円）   － － 

剰余金の配当（千円）     △42,379 

利益処分による役員賞与（千円）    － △17,000 

中間純利益（千円）   － 58,934 

自己株式の取得（千円）   － △2,910 

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） 

△16,538 △16,538 △16,538 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△16,538 △16,538 △19,893 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
399,675 399,675 3,320,804 
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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 

  
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 資産の評価基準および評

価方法 

(1）たな卸資産 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1）たな卸資産 

同左 

(1）たな卸資産 

同左 

  (2）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(2）有価証券 

子会社株式 

同左 

(2）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）を採用しております。 

その他有価証券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に

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）を採用しております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

  (3）デリバティブ 

 原則として時価法を採用して

おります。 

(3）デリバティブ 

同左 

(3）デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 但し、平成10年4月1日以降に取 

得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は、以下の

とおりです。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

  建物     31～47年 

機械及び装置   10年 

  

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒れ損失

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）賞与引当金 

 従業員に対し支給する賞与に

備えて計上しているもので、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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対し支給する賞与に

備えて計上しているもので、賞

与支給見込額の当期負担額を計

上しております。 

  (3）修繕引当金 

 固定資産（賃貸設備）につい

て行う修繕に要する費用に充て

るため計上しているもので、そ

の計上は不動産賃貸契約による

所定の率によっております。 

(3）修繕引当金 

同左 

(3）修繕引当金 

同左 
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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） 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給

付債務および年金資産に基づき

計上しております。 

(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、当期末における退職給付債

務および年金資産に基づき計上

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。 

(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 外貨建の資産および負債

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。 

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 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

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 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

同左 

  （ヘッジ対象） 

借入金の利息 

（ヘッジ対象） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っておりま

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 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており有

効性が保証されているため、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 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

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 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっており、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺して表示して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、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） 

──────  (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））および「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。 

────── 

──────  (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)および「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3,320,804千円であります。 

 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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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） 

  前中間会計期間末まで「支払手形」に含めて表示して

おりました「設備支払手形」は、負債および資本の合計

額の100分の１を超えたため当中間会計期間末より区分掲

記することと致しました。 

 なお、前中間会計期間末における「設備支払手形」の

金額は27,436千円であります。 

  前中間会計期間末まで流動負債に区分掲記しておりま

した「設備支払手形」については、負債および純資産の

総額に対する重要性が乏しいため、当中間会計期間末よ

り「支払手形」に含めて表示しております。 

 なお、当中間会計期間末における「設備支払手形」の

金額は26,628千円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

  （千円）

  3,393,674  

  （千円）

    3,396,213 

  （千円）

     3,362,995 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

  （千円）

建物 49,077  

土地 39,635  

 計 88,712  

  （千円）

建物   51,139 

土地    39,635 

 計    90,774 

  （千円）

建物 48,780 

土地 39,635 

 計  88,415 

同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 

  （千円）

長期借入金 200,000  

  （千円）

長期借入金   200,000 

  （千円）

長期借入金 200,000 

※３     ───── ※３     ───── ※３ 決算期末日満期手形の会計処理につい

ては、当事業年度末日は金融機関休業日

にあたりましたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。当事

業年度末日満期手形は、次のとおりであ

ります。 

      （千円）

受取手形 2,572 

支払手形 31,192 

４ 受取手形割引高 ４ 受取手形割引高 ４ 受取手形割引高 

  （千円）

  536,307  

  （千円）

   647,261 

  （千円）

  457,594 

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 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

  （千円）

受取利息 703  

受取配当金 6,155  

  （千円）

受取利息 2,096  

受取配当金    16,719  

  （千円）

受取利息 1,183  

受取配当金 15,449  

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

  （千円）

支払利息 5,352  

手形売却損 3,664  

  （千円）

支払利息   8,454  

手形売却損  4,781  

  （千円）

支払利息 13,223  

手形売却損 7,087  

※３ 特別利益 ※３ 特別利益 ※３ 特別利益 

  （千円）

投資有価証券売却益 355  

貸倒引当金戻入益 1,300  

  （千円）

貸倒引当金戻入益 3,831 

破産更生債権取立益 302 

  （千円）

投資有価証券売却益   355  

貸倒引当金戻入益 1,900  

※４ 特別損失 ※４ 特別損失 ※４ 特別損失 

  （千円）

機械及び装置除却損 350  

工具器具及び備品除却損 388  

  （千円）

建物除却損 1,054   

機械及び装置除却損 365  

車両運搬具除却損 70  

工具器具及び備品除却損 123  

  （千円）

機械及び装置除却損    10,622  

工具器具及び備品除却損  676  

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

  （千円）

有形固定資産 59,373  

  （千円）

有形固定資産    61,945  

  （千円）

有形固定資産   125,533  
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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） 

  自己株式の種類および株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,475株は、単位未満株式の買取りによる増加であります。 

  
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） 582,551 4,475 － 587,026

     合計 582,551 4,475 － 587,026
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① リース取引 

② 有価証券 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

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

累計額相当額およ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

累計額相当額およ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

累計額相当額および期末残高相当額 

  

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） 

有形固定資産       

機械及び装置 175,945 36,328 139,617 

その他 60,434 38,725 21,709 

ソフトウェア 72,631 37,078 35,553 

合計 309,010 112,131 196,879 

  

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） 

有形固定資産       

機械及び装置 179,595 54,790 124,805 

その他 51,933 26,715 25,218 

ソフトウェア 68,330 41,905 26,425 

合計 299,858 123,410 176,448 

  

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） 

有形固定資
産 

      

機械及び装
置 

179,595 45,458 134,137 

その他 63,472 37,632 25,840 

ソフトウェ
ア 

67,802 38,010 29,792 

合計 310,869 121,100 189,769 

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 

  (千円)

１年内 39,462 

１年超 165,413 

合計 204,875 

  (千円)

１年内 40,632 

１年超 145,658 

合計 186,290 

  (千円)

１年内 39,897 

１年超 158,864 

合計 198,761 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

  (千円)

支払リース料 25,942 

減価償却費相当額 22,258 

支払利息相当額 4,904 

  (千円)

支払リース料 25,426 

減価償却費相当額 21,892 

支払利息相当額 4,383 

  (千円)

支払リース料 51,844 

減価償却費相当額 44,517 

支払利息相当額 9,542 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額および利息相当額の算

定方法 

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。 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

利息相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。  

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 327.68円

１株当たり中間純利益 9.51円

１株当たり純資産額   352.79円

１株当たり中間純利益  6.26円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
6.24円

１株当たり純資産額 352.93円

１株当たり当期純利益 16.70円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
16.70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

式が存在していないため記載してお

りません。 

    

  
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） 89,623 58,934 174,327 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 17,000 

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (17,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
89,623 58,934 157,327 

期中平均株式数（株） 9,419,689 9,415,286 9,419,198 

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（株）  － 33,164 4,129 

（うち新株予約権）  (－) (33,164) (4,129) 
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