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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                  （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円   ％

  2,743（   7.9）

2,542（  35.8）

百万円   ％

108（△39.3）

178（ 207.3）

百万円   ％

163（△21.5）

208（ 148.4）

17 年 12 月期         5,777（  46.9） 332（ 107.8） 379（  83.5）
 

 
中間(当期)純利益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円   ％

△126（  －  ）

119（ 198.6）

円  銭

△4,851   79  

9,144   62  

17 年 12 月期 243（ 166.5） 16,508   82  
(注) 1．期中平均株式数 18 年６月中間期 26,144 株  17 年６月中間期 13,072 株  17 年 12 月期 13,072 株 

           なお、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株を２株に分割しておりますが、平成 18 年６月中間期の１株当た

り中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

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 

(2) 財政状態                  （注）記載金額は百万円未満を切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 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円 

2,692 

2,493 

百万円

1,669

1,752

％ 

62.0 

70.3 

円  銭

63,841   77  

134,084   78  

17 年 12 月期 2,664 1,882 70.6 141,885   70  
(注) 1．期末発行済株式数 18 年６月中間期 26,144 株 17 年６月中間期 13,072 株 17 年 12 月期 13,072 株 

2．期末自己株式数  18 年６月中間期    956 株 17 年６月中間期    478 株 17 年 12 月期   478 株 

    なお、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株を２株に分割しておりますが、平成 18 年６月中間期の１株当た

り純資産は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

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 5,988 357 20

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）    780 円 56 銭 

なお、1株当たり予想当期純利益は平成 18 年２月 20 日付の１：２の株式分割後の株式数で算出しております。 

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 ― 3,800 3,800

18年12月期（実績） ― ― 

18年12月期（予想） ― 200 200

   （注）平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株を２株に分割しております。当影響を考慮した１株当たり配当金は、 

      平成 17 年 12 月期 中間期末－円、期末 1,900 円、年間 1,900 円であります。 
（注）上記に記載した数値は、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、多分に不特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。 

－ 38 － 
なお、上記予想に関する事項については、添付書類の 7 ページをご参照下さい。 

http://www.legs.co.jp/


６．【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

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  626,449 1,050,651 498,523 

２．受取手形  89,478 51,902 305,989 

３．売掛金  1,113,684 941,267 1,178,909 

４．たな卸資産  212,927 153,611 199,200 

５．その他  37,129 44,770 31,419 

貸倒引当金  △130 △2,460 △180 

流動資産合計   2,079,539 83.4 2,239,743 83.2  2,213,863 83.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  8,914 21,025  18,537

２．無形固定資産   25,945 23,298  27,430

３．投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  120,668 85,668 120,668 

(2) 繰延税金資産  82,796 92,703 94,862 

(3) その他  214,743 290,313 219,292 

貸倒引当金  △39,472 △60,366 △29,666 

計   378,735 408,318  405,157

固定資産合計   413,595 16.6 452,642 16.8  451,125 16.9

資産合計   2,493,134 100.0 2,692,386 100.0  2,664,988 100.0

    

 

－  － 

 

(39) ／ 8/27/2006 2:19:18 PM (8/27/2006 1:42:00 PM) ／ 941483_03_100_2k_m6309480／第５－５中間財務諸表等／os2レッグス／半期 
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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．買掛金  340,063 519,168 316,636 

２．未払法人税等  93,272 － 109,267 

３．製品回収等損失引
当金 

 － 164,000 － 

４．その他  79,336 95,638 120,235 

流動負債合計   512,672 20.6 778,806 28.9  546,139 20.5

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  38,614 48,759 42,398 

２．役員退職慰労引当
金 

 189,090 195,740 194,320 

固定負債合計   227,705 9.1 244,500 9.1  236,719 8.9

負債合計   740,378 29.7 1,023,307 38.0  782,858 29.4

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   220,562 8.8 － －  220,562 8.3

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  267,987 － 267,987 

資本剰余金合計   267,987 10.7 － －  267,987 10.0

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  24,062 － 24,062 

２．任意積立金    

特別償却準備金  140 － 140 

３．中間（当期）未処
分利益 

 1,274,764 － 1,398,429 

利益剰余金合計   1,298,967 52.1 － －  1,422,631 53.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  13,239 0.6 － －  18,947 0.7

Ⅴ 自己株式   △48,000 △1.9 － －  △48,000 △1.8

資本合計   1,752,756 70.3 － －  1,882,129 70.6

負債・資本合計   2,493,134 100.0 － －  2,664,988 100.0

           

 

 

－  － 

 

(40) ／ 8/27/2006 2:19:18 PM (8/27/2006 1:42:00 PM) ／ 941483_03_100_2k_m6309480／第５－５中間財務諸表等／os2レッグス／半期 
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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   － － 220,562 8.2  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 267,987 － 

資本剰余金合計   － － 267,987 10.0  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 24,062 － 

(2)その他利益剰余金    

特別償却準備金  － 70 － 

繰越利益剰余金  － 1,194,580 － 

利益剰余金合計   － － 1,218,713 45.3  － －

４ 自己株式   － － △48,000 △1.8  － －

株主資本合計   － － 1,659,263 61.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 8,958 0.3  － －

２ 繰延ヘッジ損益   － － 857 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 9,816 0.3  － －

純資産合計   － － 1,669,079 62.0  － －

負債純資産合計   － － 2,692,386 100.0  － －

    

 

－  － 

 

(41) ／ 8/27/2006 2:19:18 PM (8/27/2006 1:42:00 PM) ／ 941483_03_100_2k_m6309480／第５－５中間財務諸表等／os2レッグス／半期 
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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   2,542,124 100.0 2,743,047 100.0  5,777,473 100.0

Ⅱ 売上原価   2,060,193 81.0 2,280,147 83.1  4,763,819 82.5

売上総利益   481,931 19.0 462,899 16.9  1,013,653 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  303,635 12.0 354,725 13.0  681,005 11.7

営業利益   178,295 7.0 108,174 3.9  332,647 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  31,277 1.2 56,023 2.1  50,039 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  834 0.0 431 0.0  3,402 0.1

経常利益   208,738 8.2 163,765 6.0  379,284 6.6

Ⅵ 特別利益 ※４  1,770 0.1 64,389 2.3  3,520 0.0

Ⅶ 特別損失 ※５  630 0.0 339,288 12.4  935 0.0

税引前中間（当期）

純利益または税引前

中間純損失（△） 

  209,877 8.3 △111,133 △4.1  381,868 6.6

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 92,500 265 159,000 

法人税等調整額 ※６ △2,160 90,339 3.6 15,446 15,711 0.5 △20,334 138,665 2.4

中間（当期）純利益

または中間純損失

(△) 

  119,538 4.7 △126,845 △4.6  243,203 4.2

前期繰越利益   1,155,226 －  1,155,226

中間（当期）未処分

利益 
  1,274,764 －  1,398,429

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 

 

(42) ／ 8/27/2006 2:19:18 PM (8/27/2006 1:42:00 PM) ／ 941483_03_100_2k_m6309480／第５－５中間財務諸表等／os2レッグス／半期 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

220,562 267,987 267,987 24,062 140 1,398,429 1,422,631 △48,000 1,863,181

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩し  △70 70 －  －

剰余金の配当  △49,673 △49,673  △49,673

利益処分による役員賞与  △27,400 △27,400  △27,400

中間純損失  △126,845 △126,845  △126,845

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） 

－ － － － △70 △203,848 △203,918 － △203,918

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

220,562 267,987 267,987 24,062 70 1,194,580 1,218,713 △48,000 1,659,263

      
 

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損
益 

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） 

18,947 － 18,947 1,882,129

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩し  －

剰余金の配当  △49,673

利益処分による役員賞与  △27,400

中間純損失  △126,845

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△9,989 857 △9,131 △9,131

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△9,989 857 △9,131 △213,050

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

8,958 857 9,816 1,669,079

 

 

 

－  － 

 

(43) ／ 8/27/2006 2:19:18 PM (8/27/2006 1:42:00 PM) ／ 941483_03_100_2k_m6309480／第５－５中間財務諸表等／os2レッグス／半期 
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中間財務諸表作成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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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、売却原価は

移動平均法により算定）

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） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 製 品：個別法による原価法 製 品：同左 製 品：同左 

 仕掛品：個別法による原価法 仕掛品：同左 仕掛品：同左 

 貯蔵品： 終仕入原価法 貯蔵品：同左 貯蔵品：同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 定率法 同左 

  なお、主な資産の耐用年数

は次のとおりであります。 

建物     ３～15年 

器具及び備品 ４～10年 

なお、主な資産の耐用年数

は次のとおりであります。 

建物     ３～15年 

  器具及び備品 ４～20年 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

  なお、ソフトウェア（自社

利用）については、社内にお

ける見込利用可能期間（３～

５年）に基づく定額法によっ

ております。 

  

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。 

同左 同左 

 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法（簡便法）に

より、当中間会計期間末におけ

る退職給付債務額を計上してお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法（簡便法）に

より、当事業年度末における退

職給付債務額を計上しておりま

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） 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）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

末要支給額の100％を計上して

おります。 

同左  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

支給額の100％を計上しており

ます。 

 ────── (4)製品回収等損失引当金  ────── 

   当中間会計期間末において、

出荷後の不具合発生により、将

来、回収費用等の損失の発生が

確実に見込まれる製品について

損失発生見込額を計上しており

ます。 

 

４．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 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外

貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っておりま

す。 

同左 同左 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…外貨建金銭債

権債務等 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ手段…同左 

 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変

動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行い、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

同左 同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約の締結時に、リス

ク管理方針に従って、外貨建

による同一金額で同一期日の

為替予約をそれぞれ振当てて

いるため、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全

に確保されているので中間決

算日における有効性の評価を

省略しております。 

同左 為替予約の締結時に、リス

ク管理方針に従って、外貨建

による同一金額で同一期日の

為替予約をそれぞれ振当てて

いるため、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全

に確保されているので決算日

における有効性の評価を省略

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） 

消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 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 

 税抜方式によっております。 

 なお、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。

同左  税抜方式によっております。

 

   会計処理の変更 

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。 

 なお、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

1,668,221千円であります。 

 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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追加情報 

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） 

(外形標準課税制度の導入に伴う影響)  ────── (外形標準課税制度の導入に伴う影響) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31日

に公布され、平成16年４月１日以後に開始

する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当中間会計期間から

「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

2,340千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が同額減少しておりま

す。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31日

に公布され、平成16年４月１日以後に開始

する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

4,558千円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が同額減少して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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 

13,214千円 18,487千円 14,938千円 

２．受取手形裏書譲渡高 174,819千円 217,948千円 330,020千円 

 

（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．営業外収益のうち主要

なもの 

   

受取利息 123千円 89千円 198千円 

受取配当金 12,319千円 35,878千円 12,442千円 

経営指導料 18,000千円 18,000千円 36,000千円 

※２．営業外費用のうち主要

なもの 

   

支払利息 98千円 10千円 168千円 

為替差損 736千円 420千円 3,234千円 

３．減価償却実施額    

有形固定資産 1,845千円 3,548千円 4,025千円 

無形固定資産 4,235千円 5,183千円 8,792千円 

 ※４．特別利益のうち主要な

もの 

  

子会社株式売却益 ───── 60,734千円 ───── 

 ※５．特別損失のうち主要な

もの 

  

製品廃棄損 ───── 142,788千円 ───── 

製品回収等損失引当

金繰入額 
───── 164,000千円 ───── 

貸倒引当金繰入額 ───── 32,500千円 ───── 

───── ※６．その他  当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る金額

を計算しております。 

同左 

 

（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 

株式の種類 
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)       478       478     －       956 

（注）増加478株は株式分割によるものであります。 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

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） 

 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 
 

 
有形固定資産 

（器具及び備品） 

取得価額相当額 12,297千円 

減価償却累計額相当額 9,479千円 

中間期末残高相当額 2,818千円 
  

 

 
有形固定資産 

（器具及び備品）

取得価額相当額 18,247千円

減価償却累計額相当額 12,627千円

中間期末残高相当額 5,619千円
  

 

 
有形固定資産 

（器具及び備品）

取得価額相当額 12,297千円

減価償却累計額相当額 11,016千円

期末残高相当額 1,280千円
  

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 2,908千円

１年超 －千円

合計 2,908千円
  

 
１年内 1,903千円

１年超 3,739千円

合計 5,642千円
  

 
１年内 1,328千円

１年超 －千円

合計 1,328千円
  

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 1,603千円

減価償却費相当額 1,537千円

支払利息相当額 40千円
  

 
支払リース料 1,692千円

減価償却費相当額 1,611千円

支払利息相当額 55千円
  

 
支払リース料 3,206千円

減価償却費相当額 3,074千円

支払利息相当額 63千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

 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 134,084円78銭

１株当たり中間純利
益金額 

9,144円62銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額 

9,053円97銭

  

  
１株当たり純資産額 63,841円77銭

１株当たり中間純損
失金額 

4,851円79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
式は存在するものの、１株当たり中
間純損失であるため記載しておりま
せん。 

  

  
１株当たり純資産額 141,885円70銭

１株当たり当期純利
益金額 

16,508円82銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額 

16,253円92銭

  

  
 当社は、平成17年２月18日付で普

通株式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１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりであります。 

  
 当社は、平成18年２月20日付で普

通株式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１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりであります。 

  
 当社は、平成17年２月18日付で普

通株式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１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりであります。 
 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

123,111円90銭 125,900円72銭 

１株当たり中間
純利益金額 

１株当たり当期
純利益金額 

3,053円69銭 6,009円53銭 

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 

3,046円70銭 5,992円89銭 
  

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

67,042円39銭 70,942円85銭

１株当たり中間
純利益金額 

１株当たり当期
純利益金額 

4,572円31銭 8,254円41銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 

4,526円99銭 8,126円96銭
  

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

123,111円90銭 125,900円72銭

１株当たり中間
純利益金額 

１株当たり当期
純利益金額 

3,053円69銭 6,009円53銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 

3,046円70銭 5,992円89銭
  

 （注） １株当たり中間（当期）純利益または１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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 
(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）純利益金額または

１株当たり中間純損失金額 
   

中間（当期）純利益または中間純損失（△）

（千円） 
119,538 △126,845 243,203 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 27,400 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （27,400）

普通株式に係る中間（当期）純利益または

中間純損失（△）（千円） 
119,538 △126,845 215,803 

期中平均株式数（株） 13,072 26,144 13,072 

    

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） 130 － 205 

（うち新株予約権） （130） －  （205）

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 ２種類

（新株予約権の数 

504個） 

－ 

－  － 
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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） 

────── ────── １．株式分割 

  当社は、平成17年12月14日開催の取締役会

決議に基づき、株式分割による新株式を発

行しております。当該株式分割の内容は以

下のとおりです。 

(1）平成18年２月20日付をもって平成17年12

月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載及び記録された株主の所有株

式数を１株に付き２株の割合をもって

分割する。 

(2) 分割により増加する株式数       

普通株式  13,550株 

(3) 配当起算日  

平成18年１月１日          

  

  前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合における１株当たり情報の各数値

はそれぞれ以下のとおりです。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

   62,950.36円 

１株当たり純資産額 

70,942.85円

１株当たり当期純利益 １

3,004.77円 

株当たり当期純利益

8,254.41円

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

2,996.45円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

8,126.96円
 

 

 

 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

－  － 
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