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１．平成18年７月中間期の業績（平成18年１月21日～平成18年７月20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７月中間期 6,302 1.5 226 △21.4 215 △26.2

17年７月中間期 6,210 3.2 288 △10.9 292 △5.8

18年１月期 10,604 275 294

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７月中間期 115 △34.6 14 27

17年７月中間期 176 9.3 21 81

18年１月期 175 21 65

（注）①期中平均株式数 18年７月中間期 8,091,510株 17年７月中間期 8,091,554株 18年１月期 8,091,536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７月中間期 8,406 2,587 30.8 319 81

17年７月中間期 8,339 2,522 30.2 311 74

18年１月期 6,401 2,523 39.4 311 83

（注）①期末発行済株式数 18年７月中間期 8,091,510株 17年７月中間期 8,091,550株 18年１月期 8,091,510株

②期末自己株式数 18年７月中間期 188,304株 17年７月中間期 188,264株 18年１月期 188,304株

２．平成19年１月期の業績予想（平成18年１月21日～平成19年１月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 11,171 300 176

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　21円75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

18年1月期 － 7.50 7.50

19年1月期（実績） －         　－
8.00

19年1月期（予想）           － 8.00

※　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添付資料の７ページを参照して下さい。

－ 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７月20日）
当中間会計期間末

（平成18年７月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月20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　現金および預
金

  537,445   613,821  76,376  375,353  

２　受取手形   1,084,797   679,890  △404,907  700,141  

３　売掛金   2,915,467   2,751,134  △164,333  1,505,379  

４　たな卸資産   1,580,773   1,667,308  86,535  1,408,553  

５　繰延税金資産   81,629   47,761  △33,868  62,113  

６　その他 ＊５  174,200   294,195  119,995  375,803  

貸倒引当金   △3,753   △2,599  1,154  △1,115  

流動資産合計   6,370,559 76.4  6,051,511 72.0 △319,048  4,426,229 69.1

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ＊１           

(1）建物 ＊２  943,312   900,329  △42,983  923,758  

(2）構築物 ＊２  75,839   60,606  △15,233  66,513  

(3）機械および
装置

  46,643   34,261  △12,382  40,002  

(4）車両運搬具   5,340   7,600  2,260  6,406  

(5）工具器具備
品

  23,714   20,742  △2,972  23,530  

(6）土地   27,819   233,119  205,300  27,819  

有形固定資産
合計

  1,122,670 13.5  1,256,660 14.9 133,990  1,088,030 17.0

２　無形固定資産            

(1）ソフトウェ
ア

  12,022   16,356  4,334  10,432  

(2）借地権   6,000   6,000  －  6,000  

(3）施設利用権   7,300   7,300  －  7,300  

無形固定資産
合計

  25,322 0.3  29,656 0.4 4,334  23,733 0.4

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  254,296   383,235  128,939  263,511  

(2）繰延税金資
産

  159,004   153,751  △5,253  154,601  

(3）その他   501,977   640,504  138,527  538,549  

貸倒引当金   △94,790   △108,602  △13,812  △93,476  

投資その他の
資産合計

  820,488 9.8  1,068,889 12.7 248,401  863,186 13.5

固定資産合計   1,968,481 23.6  2,355,206 28.0 386,725  1,974,949 30.9

資産合計   8,339,041 100.0  8,406,718 100.0 67,677  6,401,179 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月20日）
当中間会計期間末

（平成18年７月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月20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   1,670,974   1,491,017  △179,957  798,088  

２　買掛金   693,295   744,679  51,384  436,229  

３　短期借入金   380,000   450,002  70,002  380,000  

４　一年以内に返
済予定の長期
借入金

＊２  951,998   1,149,920  197,922  921,640  

５　未払金   604,371   524,807  △79,564  260,751  

６　未払法人税等   128,209   77,510  △50,699  44,977  

７　賞与引当金   35,637   35,415  △222  32,082  

８　その他 ＊５  177,779   126,763  △51,016  63,820  

流動負債合計   4,642,265 55.7  4,600,116 54.7 △42,149  2,937,588 45.9

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ＊２  965,426   1,038,135  72,709  741,934  

２　退職給付引当
金

  38,837   4,253  △34,584  25,548  

３　役員退職慰労
引当金

  170,011   176,436  6,425  172,912  

固定負債合計   1,174,274 14.1  1,218,825 14.5 44,551  940,395 14.7

負債合計   5,816,540 69.8  5,818,941 69.2 2,401  3,877,983 60.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   463,960 5.6  － － －  463,960 7.2

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金   486,783   －  －  486,783  

資本剰余金合計   486,783 5.8  － － －  486,783 7.6

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金   12,200   －  －  12,200  

２　任意積立金   650,000   －  －  650,000  

３　中間（当期）
未処分利益

  935,338   －  －  934,070  

利益剰余金合計   1,597,538 19.1  － － －  1,596,270 25.0

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  5,701 0.1  － － －  7,679 0.1

Ⅴ　自己株式   △31,482 △0.4  － － －  △31,499 △0.5

資本合計   2,522,501 30.2  － － －  2,523,195 39.4

負債および資本
合計

  8,339,041 100.0  － － －  6,401,179 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月20日）
当中間会計期間末

（平成18年７月20日）
対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月20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  － － 463,960 5.5 － － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 486,783  －

資本剰余金合
計

 － － 486,783 5.8 － － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 12,200  －

(2）その他利益
剰余金

     

別途積立金  － 650,000  －

繰越利益剰
余金

 － 988,819  －

利益剰余金合
計

 － － 1,651,019 19.7 － － －

４　自己株式  － － △31,499 △0.4 － － －

株主資本合
計

 － － 2,570,263 30.6 － － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 1,874 0.0 － － －

２　繰延ヘッジ損
益

 － － 15,638 0.2 － － －

評価・換算差額
等合計

 － － 17,512 0.2 － － －

純資産合計  － － 2,587,776 30.8 － － －

負債純資産合計  － － 8,406,718 100.0 － － －
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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21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20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21日
至　平成18年１月20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  6,210,432 100.0  6,302,617 100.0 92,185  10,604,430 100.0

Ⅱ　売上原価   3,723,621 60.0  3,921,597 62.2 197,976  6,393,964 60.3

売上総利益   2,486,810 40.0  2,381,019 37.8 △105,791  4,210,466 39.7

Ⅲ　販売費および一
般管理費

  2,198,086 35.4  2,154,181 34.2 △43,905  3,935,355 37.1

営業利益   288,723 4.6  226,838 3.6 △61,885  275,111 2.6

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  1,043   1,387    2,253   

２　受取配当金  16,118   17,139    16,367   

３　その他 ＊３ 13,727 30,889 0.5 17,788 36,315 0.6 5,426 52,985 71,606 0.7

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  22,649   20,347    42,083   

２　その他 ＊４ 4,570 27,220 0.4 27,066 47,413 0.8 20,193 10,170 52,253 0.5

経常利益   292,393 4.7  215,739 3.4 △76,654  294,463 2.8

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券
売却益

 2,654   374    5,995   

２　貸倒引当金戻
入益

 － 2,654 0.0 － 374 0.0 △2,280 3,354 9,350 0.1

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除却
損

 3,656   134    9,328   

２　投資有価証券
売却損

 －   43    9   

３　貸倒引当金繰
入額

 － 3,656 0.0 16,500 16,677 0.3 13,021 － 9,337 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  291,390 4.7  199,435 3.1 △91,955  294,476 2.8

法人税、住民
税および事業
税

 125,605   75,464    107,380   

法人税等調整
額

 △10,665 114,939 1.9 8,537 84,001 1.3 △30,938 11,912 119,292 1.1

中間（当期）
純利益

  176,451 2.8  115,434 1.8 △61,017  175,183 1.7

前期繰越利益   758,887   －  －  758,887  

中間（当期）
未処分利益

  935,338   －  －  934,070  
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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21日　至平成18年７月20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18年１月20日　残高

（千円）
463,960 486,783 486,783 12,200 650,000 934,070 1,596,270 △31,499 2,515,515

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △60,686 △60,686 － △60,686

中間純利益 － － － － － 115,434 115,434 － 115,434

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）
－ － － － － 54,748 54,748 － 54,748

平成18年７月20日　残高

（千円）
463,960 486,783 486,783 12,200 650,000 988,819 1,651,019 △31,499 2,570,263

評価・換算差額等
純資産合計

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

平成18年１月20日　残高

（千円）
7,679 － 7,679 2,523,195

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △60,686

中間純利益 － － － 115,434

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△5,805 15,638 9,832 9,832

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△5,805 15,638 9,832 64,580

平成18年７月20日　残高

（千円）
1,874 15,638 17,512 2,587,776
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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21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

１　資産の評価基準および評

価方法

(1）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(1）たな卸資産

商品

同左

(1）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

 (2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

投資事業有限責任組合出資金

については、当該投資事業有

限責任組合の直近事業年度に

おける純資産を当社持分割合

で評価

その他については、移動平均

法による原価法

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

 (3）デリバティブ

時価法

(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

(1）有形固定資産

主として法人税法の規定に基づ

く定率法

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

は除く）については、法人税等

の規定に基づく定額法によって

おります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

主として法人税法の規定による

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

く定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権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

収可能性を検討し、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

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

の当期負担額を計上しておりま

す。

 (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

債務およ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。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３

年）による定額法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度より費用処

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、

当期末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づき、

当期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。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３

年）による定額法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度より費用処

理することとしております。

 (4）役員退職慰労引当金

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

要支給額の100％を計上してお

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

給額の100％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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

５　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。なお、振当処理の要件を満

たす為替予約については、振当

処理を行っております。

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

デリバティブ取引（為替予約取

引）

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

外貨建取引

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リ

スクを軽減することを目的とし

ております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジの有効性の評価

各取引毎に為替変動幅および

ヘッジ手段取引額とヘッジ対象

取引額との比較を行うことによ

り、ヘッジの有効性の評価を

６ヶ月毎に行っております。

④　ヘッジの有効性の評価

同左

④　ヘッジの有効性の評価

同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式

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21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20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）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

2,572,137千円であります。

　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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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７月20日）

当中間会計期間末
（平成18年７月20日）

前事業年度末
（平成18年１月20日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

866,512千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

937,063千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

897,467千円

＊２　担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりです。

（担保に供している資産）

＊２　担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりです。

（担保に供している資産）

＊２　担保に供している資産およびこれに対

応する債務は次のとおりです。

（担保に供している資産）

建物 427,584千円

構築物 12,626

建物 409,137千円

構築物 10,456

建物 418,416千円

構築物 11,489

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

一年以内に返済予定

の長期借入金
88,260千円

長期借入金 111,740

一年以内に返済予定

の長期借入金
83,750千円

長期借入金 27,990

一年以内に返済予定

の長期借入金
114,120千円

長期借入金 54,860

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

奈良ガーデンクリエ

イト株式会社
13,279千円

有限会社タカショー

ヨーロッパ
39,209

株式会社グリーント

ランスポート
34,000

奈良ガーデンクリエ

イト株式会社
1,129千円

徳島ガーデンクリエ

イト株式会社
72,230

有限会社タカショー

ヨーロッパ
41,712

株式会社グリーント

ランスポート
22,000

奈良ガーデンクリエ

イト株式会社
7,231千円

徳島ガーデンクリエ

イト株式会社
88,892

株式会社グリーント

ランスポート
28,000

有限会社タカショー

ヨーロッパ
41,267

債権流動化に伴う買戻義務

64,216千円

債権流動化に伴う買戻義務 

297,111千円

債権流動化に伴う買戻義務

57,054千円

　４　受取手形割引高　　　　     　－千円 　４　受取手形割引高　　 　　 842,078千円 　４　受取手形割引高　　　　  201,378千円

＊５　消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債「その他」または

流動資産「その他」に含めて表示して

おります。

＊５　消費税等の取扱い

同左

＊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21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

＊１　当社は事業の性質上、営業収益の季節

的変動があります。

なお、当中間会計期間末に至る１年間

の売上高は、次のとおりです。

＊１　当社は事業の性質上、営業収益の季節

的変動があります。

なお、当中間会計期間末に至る１年間

の売上高は、次のとおりです。

＊１　　　　　―――

前事業年度の下期 4,489,542千円

当中間会計期間 6,210,432

計 10,699,974

前事業年度の下期 4,393,997千円

当中間会計期間 6,302,617

計 10,696,615

 

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 50,178千円

無形固定資産 1,873

投資その他の長期前

払費用
238

有形固定資産 44,865千円

無形固定資産 2,686

投資その他の長期前

払費用
 302

有形固定資産 96,687千円

無形固定資産  3,883

投資その他の長期前

払費用
 477

＊３　営業外収益のうち主要なもの ＊３　営業外収益のうち主要なもの ＊３　営業外収益のうち主要なもの

保険解約金収入 5,097千円 手数料収入 7,759千円 受取保険金 19,690千円

＊４　営業外費用のうち主要なもの ＊４　営業外費用のうち主要なもの ＊４　営業外費用のうち主要なもの

――― 為替差損 21,915千円 ―――

（中間株主資本等変動計算書関係）

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 188,304 － － 188,304

合計 188,304 － － 188,304
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20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

累計額相当額およ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

累計額相当額およ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）

工具器具
備品

102,544 68,963 33,581

車両運搬
具

19,454 15,832 3,622

ソフト
ウェア

180,093 77,026 103,066

合計 302,092 161,822 140,270

 
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

81,957 60,472 21,484

車両運搬
具

8,832 8,158 673

ソフト
ウェア

180,093 113,045 67,048

合計 270,882 181,676 89,206

 
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

110,667 80,030 30,637

車両運搬
具

12,388 10,629 1,758

ソフト
ウェア

180,093 95,035 85,057

合計 303,149 185,695 117,453

(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 57,889千円

１年超 85,617

計 143,507

１年内 40,950千円

１年超 51,068

計 92,018

１年内 52,495千円

１年超 68,141

計 120,637

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 32,949千円

減価償却費相当額 30,952

支払利息相当額 1,376

支払リース料 29,469千円

減価償却費相当額 28,246

支払利息相当額 850

支払リース料 65,299千円

減価償却費相当額 61,383

支払利息相当額 2,512

(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。

(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。

(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。

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

・リース料総額とリース物件の取得価額

相当額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

・リース料総額とリース物件の取得価額

相当額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。

 （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。
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②　有価証券

前中間会計期間（平成17年７月20日）

　子会社株式および関連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（平成18年７月20日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度（平成18年１月20日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前事業年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

――― ――― ―――
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