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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 3,263 13.9 87 － 85 －

17年６月中間期 2,865 1.1 △194 － △189 －

17年12月期 6,164 △281 △279

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 12 － 2 02

17年６月中間期 △265 － △42 05

17年12月期 △395 △62 65

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 6,305,940株 17年６月中間期 6,305,940株 17年12月期 6,305,940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 7,526 3,509 46.6 556 55

17年６月中間期 7,465 3,638 48.7 576 93

17年12月期 7,833 3,551 45.3 563 17

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 6,305,940株 17年６月中間期 6,305,940株 17年12月期 6,305,940株

②期末自己株式数 18年６月中間期 498,040株 17年６月中間期 498,040株 17年12月期 498,040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 6,500  153  67  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 10円　62銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり年間配当金（円）

 中間期末  期末 年間 

 17年12月期 0.00 3.00 3.00

 18年12月期（実績） 0.00 －
7.50

 18年12月期（予想） 0.00 7.50

※　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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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  587,023   551,865   575,461   

２　受取手形 ※２ 1,549,257   1,559,307   1,671,107   

３　売掛金  1,299,394   1,635,436   1,700,748   

４　たな卸資産  909,399   863,019   773,479   

５　短期貸付金  86,684   92,201   95,691   

６　その他  56,180   72,430   60,602   

貸倒引当金  △2,055   △60,097   △44,615   

流動資産合計   4,485,885 60.1  4,714,163 62.6  4,832,477 61.7

Ⅱ．固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  660,936   573,824   635,670   

(2）土地  1,140,957   1,112,657   1,140,957   

(3）その他  199,225   168,084   187,638   

有形固定資産合計  2,001,119   1,854,567   1,964,266   

２　無形固定資産  5,167   10,330   11,030   

３　投資その他の資産           

(1）長期貸付金  1,330,131   1,328,765   1,330,131   

(2）その他  367,740   356,320   458,107   

貸倒引当金  △724,607   △737,240   △762,849   

投資その他の資産
合計

 973,264   947,844   1,025,390   

固定資産合計   2,979,551 39.9  2,812,742 37.4  3,000,687 38.3

資産合計   7,465,437 100.0  7,526,905 100.0  7,833,164 100.0
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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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ．流動負債           

１　支払手形 ※２ 976,920   1,000,981   1,208,578   

２　買掛金  276,972   354,955   410,012   

３　短期借入金  1,850,000   1,850,000   1,850,000   

４　未払法人税等  11,194   12,946   23,624   

５　賞与引当金  101,382   109,744   17,900   

６　その他 ※2,4 231,189   272,608   347,482   

流動負債合計   3,447,659 46.2  3,601,235 47.8  3,857,600 49.3

Ⅱ．固定負債           

１　退職給付引当金  167,520   191,919   179,127   

２　役員退職慰労引当
金

 115,103   130,058   122,414   

３　その他  97,015   94,142   122,686   

固定負債合計   379,638 5.1  416,120 5.5  424,228 5.4

負債合計   3,827,298 51.3  4,017,356 53.4  4,281,829 54.7

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   1,683,378 22.5  － －  1,683,378 21.5

Ⅱ．資本剰余金           

１　資本準備金  639,458   －   639,458   

２　その他資本剰余金  1,593,543   －   1,593,543   

資本剰余金合計   2,233,001 29.9  － －  2,233,001 28.5

Ⅲ．利益剰余金           

１　利益準備金  59,010   －   59,010   

２　当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△）

 △262,183   －   △392,117   

利益剰余金合計   △203,173 △2.7  － －  △333,107 △4.2

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

  54,424 0.7  － －  97,553 1.2

Ⅴ．自己株式   △129,492 △1.7  － －  △129,492 △1.7

資本合計   3,638,138 48.7  － －  3,551,334 45.3

負債資本合計   7,465,437 100.0  － －  7,833,164 100.0
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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   － －  1,683,378 22.4  － －

２　資本剰余金           

 　(1)資本準備金  －   639,458   －   

 　(2)その他資本剰余金  －   1,182,507   －   

資本剰余金合計   － －  1,821,966 24.2  － －

３　利益剰余金   －      －  

 　(1)利益準備金  －   59,010   －   

 　(2)その他利益剰余金           

 　繰越利益剰余金  －   12,751   －   

 　利益剰余金合計   －   71,761   －  

４　自己株式   －   △129,492   －  

 　株主資本合計   －   3,447,613   －  

 

Ⅱ．評価・換算差額等
          

１　その他有価証券評
価差額金

  －   61,935   －  

 　評価・換算差額等合計   －   61,935   －  

 　純資産合計   － －  3,509,549 46.6  － －

 　負債純資産合計   － －  7,526,905 100.0  － －
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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  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   2,865,038 100.0  3,263,213 100.0  6,164,407 100.0

Ⅱ．売上原価 ※１  2,389,206 83.4  2,476,020 75.9  5,047,510 81.9

売上総利益   475,832 16.6  787,193 24.1  1,116,896 18.1

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

※１  670,265 23.4  699,249 21.4  1,398,285 22.7

営業利益又は営業損
失（△）

  △194,433 △6.8  87,943 2.7  △281,388 △4.6

Ⅳ．営業外収益 ※２  18,687 0.7  24,481 0.8  48,487 0.8

Ⅴ．営業外費用 ※３  13,840 0.5  26,475 0.8  46,787 0.7

経常利益又は経常損
失（△）

  △189,585 △6.6  85,949 2.6  △279,688 △4.5

Ⅵ．特別利益 ※４  34,052 1.2  15,316 0.5  483 0.0

Ⅶ．特別損失 ※５  2,679 0.1  82,509 2.5  2,808 0.1

税引前当期純利益又
は税引前中間純損失
（△）

  △158,212 △5.5  18,756 0.6  △282,014 △4.6

法人税、住民税及び
事業税

 5,978   6,005   12,110   

法人税等調整額  101,000 106,978 3.7 － 6,005 0.2 101,000 113,110 1.8

当期純利益又は中間
純損失（△）

  △265,191 △9.3  12,751 0.4  △395,124 △6.4

前期繰越利益   3,007   －   3,007  

当期未処分利益又は
中間未処理損失
（△）

  △262,183   －   △392,117  
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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 

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

 平成17年12月31日残高（千円） 1,683,378 639,458 1,593,543 2,233,001

 中間会計期間中の変動額 － － － －

 　剰余金の配当 － － △18,917 △18,917

   中間純利益 － － － －

   その他資本剰余金の取崩 － － △392,117 △392,117

   自己株式の処分 － － － －

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）

－ － △411,035 △411,035

 平成18年６月30日残高(千円） 1,683,378 639,458 1,182,507 1,821,966

 

 株主資本 

 利益剰余金  

自己株式

 

株主資本合計
 

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） 59,010 － △392,117 △333,107 △129,492 3,453,780

 中間会計期間中の変動額 － － － － － －

 　利益剰余金の配当 － － － － － △18,917

 　その他資本剰余金の取崩 － － 392,117 392,117 － －

 　中間純利益 － － 12,751 12,751 － 12,751

 　自己株式の処分 － － － － － －

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）

－ － 404,868 404,868 － △6,166

 平成18年６月30日残高(千円） 59,010 － 12,751 71,761 △129,492 3,447,613
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 評価・換算差額等  

 
その他有価証券

差額金

評価・換算差額

等合計
純資産合計

 平成17年12月31日残高（千円） 97,553 97,553 3,551,334

 中間会計期間中の変動額 － － －

 　利益剰余金の配当 － － △18,917

 　その他資本剰余金の取崩 － － －

 　中間純利益 － － 12,751

 　自己株式の処分 － － －

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額(純額)

△35,618 △35,618 △35,618

 中間会計期間中の変動額合計(千円） △35,618 △35,618 △41,784

 平成18年６月30日残高(千円） 61,935 61,935 3,509,549
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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

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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

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）たな卸資産

製品・仕掛品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

 商品

総平均法による原価法

  

 原材料

総平均法による原価法

  

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については定額法を

採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　：８～47年 

機械及び装置：　　10年 

(1）有形固定資産

定率法

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については定額法を

採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　：２～47年 

機械及び装置：　　10年 

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法

(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、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

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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）

 (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。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。

(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。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。

 (4）役員退職慰労引当金

内規に基づく要支給額の年間発

生見積額に対し、期間を基準と

して中間会計期間に配分してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出

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。

 　　

 

 　　──────

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

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

て処理しています。

 

 　

 

 　　──────

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

(1）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。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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）

 

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間会計期間により、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。これにより当中間会計期間の経常利益は２百万円増加し、税

金等調整前中間純利益は79百万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。

　なお、従来の資本の部に相当する金額と同額となっております。
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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は

2,882,344千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

2,974,819千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

2,933,896千円であります。

※２．　　　────── ※２．　　　────── ※２．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理は手形交換日

をもって決済処理しております。

当期は期末日が銀行休日のため、次のと

おり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    127,356千円

支払手形    209,297円

その他（設備支払手

形）

     2,432千円

　３．従業員の貸付金規程に基づく銀行借入

に対し63,918千円の保証を行っており

ます。また、株式会社トーキンの仕入

債務に対し3,906千円、銀行借入に対し

190,000千円の保証を行っております。

　３．従業員の貸付金規程に基づく銀行借入

に対し49,181千円の保証を行っており

ます。また、株式会社トーキンの仕入

債務に対し6,268千円、銀行借入に対し

190,000千円の保証を行っております。

　３．従業員の貸付金規程に基づく銀行借入

に対し56,556千円の保証を行っており

ます。また、株式会社トーキンの仕入

債務に対し2,124千円、銀行借入に対し

190,000千円の保証を行っております。

※４．消費税等の取扱い

仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．消費税等の取扱い

─────

（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．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 50,744千円 有形固定資産

無形固定資産

  40,923千円

 　 478千円

有形固定資産

無形固定資産

 104,910千円

 　 137千円

※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目

受取利息 7,307千円 受取利息    7,064千円 受取利息   14,522千円

※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目

支払利息 6,000千円 支払利息    5,841千円 支払利息  11,909千円

※４．特別利益の主要項目 ※４．特別利益の主要項目 ※４．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 34,052千円 ──────      

投資有価証券売却

益
  15,316千円

──────   

投資有価証券売却

益
    483千円

※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目

固定資産除却損 77千円

在庫整理損

会員権売却損

2,418千円

182千円

固定資産除却損   －千円

在庫整理損

減損損失

     554千円

  81,954千円

固定資産除却損      207千円

在庫整理損    2,418千円
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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）

6．　　────── 6．減損損失 6．　　──────

   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いたしまし

た。

 

 用途場所
種類

 
減損損失
（千円）

遊休資産
福岡県古賀市

 建物 40,673

 
 

 構築物

 
11,615

  工具器具備品 1,144

  土地 28,299

 
水道施設利用

権
221

 

合　計
81,954

 

 

      

 　   

 

当社はキャッシュフローを生み出す最小単位

として、生産工場を基本単位とした、資産の

グルーピングをおこなっております。また、

遊休資産については、当該資産単独で資産の

グルーピングを行なっております。

その結果、時価が著しく下落している遊休資

産について、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額81,954千円を減

損損失として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、遊休資産の回収可能額は正味売却価

額を使用し、主として固定資産税評価額を基

本に算定しております。

 

 （中間株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ────── 自己株式の種類および株式数に関する事項

（単位：株）　　

 自己株式

 普通株式

 前連結会計年度末
株式数

498,040

当中間連結会計期
間増加株式数

－

当中間連結会計期
間減少株式数

－

当中間連結会計期
間末株式数

498,040

 

 ──────
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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

（借主側）

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

（借主側）

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（借主側）

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）

有形固定資
産のその他

118,839 53,423 65,415

（工具
・器具及び
備品）

   

無形固定資
産・ソフト
ウェア

134,567 60,971 73,596

合計 253,407 114,394 139,012

 

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
産のその他

125,508 68,789 56,719

（工具
・器具及び
備品）

   

無形固定資
産・ソフト
ウェア

135,820 77,718 58,101

合計 261,329 146,507 114,821

 

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
産のその他

124,593 65,200 59,392

（工具
・器具及び
備品）

   

無形固定資
産・ソフト
ウェア

137,711 74,275 63,436

合計 262,305 139,476 122,828

（注)1.　　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。

（注)1.　　　　同左 （注)1.　　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 46,865千円

１年超 92,147千円

合計 139,012千円

１年内      49,940千円

１年超       64,880千円

合計        114,821千円

１年内    47,262千円

１年超     75,566千円

合計        122,828千円

（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 24,732千円

減価償却費相当額 24,732千円

支払リース料       25,103千円

減価償却費相当額       25,103千円

支払リース料       49,814千円

減価償却費相当額       49,814千円

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

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における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 576.93円

１株当たり中間純利益 △42.05円

１株当たり純資産額     556.55円

１株当たり中間純利益    2.02円

１株当たり純資産額     563.17円

１株当たり当期純利益   △62.65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、１株当たり

中間純損失が計上されており、また、

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株当たり中間純利益又は当期純損失(△)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)

当期純利益又は中間純損失（△）　　

（千円）
△265,191 12,751 △395,124

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る当期純利益又は中間純損

失（△）（千円）

 

△265,191 12,751 △395,124

期中平均株式数（株） 6,305,940 6,305,940 6,305,940
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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）

　１．目的

当社は、中華人民共和国江蘇省において空調設備機材の製造販売並びにアフターサービスを目的とした新会

社を設立しました。

　２．設立する会社の名称、規模

　　　常熟快風空調有限公司

　　　建物面積　約2,065㎡

　３．本店所在地

　　　中華人民共和国江蘇省常熟東南経済開発区

　４．設立の時期

　　　平成17年８月22日

　５．営業開始予定日

　　　平成17年11月１日

　６．資本の額及び出資比率

　　　50百万円

　　　当社出資比率90％（45百万円）

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）

　該当事項はありません。

 

前事業年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

１．ビル設備部門及び住宅設備部門における部品の輸出入と製品のアフターサービス並びにメンテナンス業務を

充実させるため新会社を設立いたしました。

　　（１）商号　　　　　株式会社協立エンジニアサービス

　　（２）設立年月日　　平成18年２月２日

　　（３）本店所在地　　福岡県福岡市博多区榎田２丁目１番１０号

　　（４）代表者　　　　久野幸男

 　　　　　(５）資本の額及　　10百万円

 　　　　　　　 及び出資比率　当社出資比率100％

           (６）営業開始日　　平成18年３月１日

 　　　　　(７）業務内容　　　空調設備機器及びそれらの部品の輸出入、販売及び保守メンテナンス等
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