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平成19年 1月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年 9 月 27 日

 

 
1. 18年7月中間期の業績(平成18年2月1日～平成18年7月31日) 
(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

  売上高 営業利益 経常利益 

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
12,011 
12,457 

％
△3.6
4.8

百万円
285
455

％
△37.3
59.0

百万円 
322 
484 

％
△33.5
55.6

18年1月期 24,087 620 667 
 

  中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
157 
△73 

％
―
―

円 銭
7 40

△6 88
18年1月期 842 76 89
(注) ① 期中平均株式数 

  18年 7月中間期  21,360,806株  17年 7月中間期  10,680,403株  18年 1月期  10,680,403株 

 ② 会計処理の方法の変更 有 

 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 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年7月中間期 
17年7月中間期 

百万円 
22,912 
24,463 

百万円
12,672
11,535

％ 
55.3 
47.2 

円 銭
593 24

1,080 03
18年1月期 23,089 12,637 54.7 1,181 30
(注) ① 期末発行済株式数 

  18年 7月中間期  21,360,806株  17年 7月中間期  10,680,403株  18年 1月期  10,680,403株 

 ② 期末自己株式数 

  18年 7月中間期  97,934株  17年 7月中間期  48,967株  18年 1月期  48,967株 
 

2. 19年1月期の業績予想(平成18年2月1日～平成19年1月31日) 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通      期 
百万円 
23,700 

百万円
460

百万円
520

百万円 
280 

(参考) ① １株当たり予想当期純利益(通期)  13円11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 15.00 

19年1月期(実績) 4.00 ― 

19年1月期(予想) ― 4.00 
8.00 

※1．当社は、平成18年2月1日を効力発生日とする株式分割（１:２）を行っております。 

2．上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しており、実際の業績は業況の変化等により記載の予想と異なる場合が

あります。なお、上記の予想に関する事項については、添付資料の6ページをご参照ください。 

 

 

上場会社名 株式会社 イムラ封筒 上場取引所 東 大  

コード番号 3955 本社所在都道府県 大阪府  

（ＵＲＬ http://www.imura.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 井村 守宏   ＴＥＬ  06-6910-2511  

問合せ先責任者 役職名 
常務取締役管理本部長 
兼社長室長 氏名 山上 輝雄 

  

中間決算取締役会開催日 平成18年 9 月 27 日 中間配当支払開始日 平成18年 10 月 12 日

単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株)   
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財 務 諸 表 等 

１．中間貸借対照表 

（単位：百万円、％）

前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金 1,911 2,447 2,450 

受取手形 1,822 839 810 

売掛金 3,426 3,103 3,237 

たな卸資産 1,056 1,044 1,083 

繰延税金資産 323 330 298 

その他 1,538 1,362 1,417 

貸倒引当金 △44 △34 △39 

流動資産合計  10,035 41.0 9,094 39.7  9,259 40.1

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,660 2,495 2,589 

構築物 175 156 163 

機械及び装置 3,343 3,048 3,171 

車両運搬具 18 17 18 

工具器具及び備品 175 162 169 

土地 3,777 3,864 3,864 

建設仮勘定 104 58 42 

有形固定資産合計 10,255 9,804 10,019 

無形固定資産   

ソフトウェア 230 209 220 

その他 29 92 102 

無形固定資産合計 259 302 322 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,564 2,180 1,947 

関係会社株式 604 613 613 

従業員長期貸付金 0 0 0 

長期前払費用 13 11 12 

繰延税金資産 1,070 231 257 

その他 828 805 801 

貸倒引当金 △169 △129 △144 

投資その他の資産合計 3,911 3,711 3,487 

固定資産合計  14,427 59.0 13,818 60.3  13,830 59.9

資産合計  24,463 100.0 22,912 100.0  23,089 100.0
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（単位：百万円、％）

前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）   

流動負債   

支払手形 272 156 150 

買掛金 3,156 2,669 2,789 

短期借入金 2,260 2,340 2,580 

１年内返済予定長期借入金 1,420 936 913 

１年内償還社債 300 ― ― 

未払金 591 532 484 

未払法人税等 194 164 123 

未払費用 312 321 320 

役員賞与引当金 ― 10 ― 

賞与引当金 666 688 611 

設備関係支払手形 78 25 15 

その他 246 233 176 

流動負債合計  9,500 38.8 8,078 35.3  8,165 35.4

固定負債   

長期借入金 1,117 1,371 1,481 

退職給付引当金 2,026 462 510 

役員退職慰労引当金 282 304 293 

その他 0 23 0 

固定負債合計  3,427 14.0 2,161 9.4  2,286 9.9

負債合計  12,927 52.8 10,240 44.7  10,451 45.3

（資本の部）   

資本金  1,197 4.9 ― ―  1,197 5.2

資本剰余金   

資本準備金 1,363 ― 1,363 

資本剰余金合計  1,363 5.6 ― ―  1,363 5.9

利益剰余金   

利益準備金 299 ― 299 

任意積立金 8,324 ― 8,324 

中間(当期)未処分利益 129 ― 965 

利益剰余金合計  8,753 35.8 ― ―  9,588 41.5

その他有価証券評価差額金  245 1.0 ― ―  512 2.2

自己株式  △24 △0.1 ― ―  △24 △0.1

資本合計  11,535 47.2 ― ―  12,637 54.7

負債及び資本合計  24,463 100.0 ― ―  23,089 100.0
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（単位：百万円、％）

前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（純資産の部）   

株主資本   

資本金  ― ― 1,197 5.2  ― ―

資本剰余金   

資本準備金 ― 1,363 ― 

資本剰余金合計  ― ― 1,363 6.0  ― ―

利益剰余金   

利益準備金 ― 299 ― 

その他利益剰余金   

特別償却準備金 ― 8 ― 

別途積立金 ― 8,810 ― 

繰越利益剰余金 ― 527 ― 

利益剰余金合計  ― ― 9,645 42.1  ― ―

自己株式  ― ― △24 △0.1  ― ―

株主資本合計  ― ― 12,182 53.2  ― ―

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  ― 490 2.1  ―

評価・換算差額等合計  ― ― 490 2.1  ― ―

純資産合計  ― ― 12,672 55.3  ― ―

負債及び純資産合計  ― ― 22,912 100.0  ― ―
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２．中間損益計算書 

（単位：百万円、％）

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日) 科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

    

売上高  12,457 100.0 12,011 100.0  24,087 100.0

売上原価  9,596 77.0 9,362 77.9  18,714 77.7

売上総利益  2,860 23.0 2,648 22.1  5,372 22.3

販売費及び一般管理費  2,405 19.3 2,363 19.7  4,751 19.7

営業利益  455 3.7 285 2.4  620 2.6

営業外収益  56 0.4 65 0.5  101 0.4

営業外費用  27 0.2 29 0.2  54 0.2

経常利益  484 3.9 322 2.7  667 2.8

特別利益  26 0.2 11 0.1  1,443 6.0

特別損失  542 4.4 15 0.1  559 2.3

税引前中間(当期)純利益

又は中間純損失(△) 

 △31 △0.3 318 2.7  1,551 6.5

法人税、住民税及び事業税 180 150 193 

法人税等調整額 △138 41 0.3 10 160 1.4 516 709 3.0

中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△) 

 △73 △0.6 157 1.3  842 3.5

前期繰越利益  203 ―  203

中間配当額  ― ―  80

中間(当期)未処分利益  129 ―  965
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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２月１日 至 平成18年７月31日） 

（単位：百万円）

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 利益準備金

別途積立金
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

平成18年１月31日残高 1,197 1,363 299 8,310 14 965 △24 12,125 512

中間会計期間中の 

変動額 
    

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △80 ― △80 ―

役員賞与 ― ― ― ― ― △21 ― △21 ―

中間純利益 ― ― ― ― ― 157 ― 157 ―

その他利益剰余金

間の振替 
― ― ― 500 △5 △494 ― ― ―

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― △22

中間会計期間中の 

変動額合計 
― ― ― 500 △5 △437 ― 56 △22

平成18年7月31日残高 1,197 1,363 299 8,810 8 527 △24 12,182 490
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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 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの…中間決算末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） 

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の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 

      

（2）デリバティブ…時価法 

 

（3）たな卸資産 

移動平均法による原価法 

ただし、情報システム事業における製品及び仕掛品については個別法による原価法 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

法人税法の規定による定率法 

ただし、平成10年４月１日以後取得の建物(建物附属設備を除く)については、法人税法の規定に

よる定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物       ３年～50年 

構築物      ７年～75年 

機械及び装置    10年 

   

（2）無形固定資産 

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 

   

（3）長期前払費用 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法 

 

３ 引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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。 

 

（2）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるため、支出見込額のうち当中間会計期間に負担すべき金額を計

上しております。 

（会計処理の変更） 

当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が10百万円減少して

おります。 

 

（3）賞与引当金  

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。 
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（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。 

過去勤務債務は、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、発生年度から費用処理することとしております。 

数理計算上の差異は、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（10年）による

定額法により、それぞれ発生の翌期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 

役員に支給する退職慰労金に充てるため、当社所定の内規に基づく中間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。 

 

５ 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を適用しております。 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…長期借入金 

 

（3）ヘッジ方針 

変動金利の長期借入金については、社内規程に基づき、金利スワップにより金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジ有効性の判定は省略し

ております。 

 

６ その他中間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…税抜方式によっております。 

 

会計処理の変更 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は12,672百万円であります。 

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財務諸表は、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31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前事業年度末 
(平成18年１月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,193百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

19,702百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額

19,395百万円

   

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 254百万円 

  担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

242百万円 

 

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 363百万円

  担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

236百万円

 

２ 担保資産 

(1) 流動資産 

担保提供資産 

預け金 484百万円

   担保資産に対応する債務 

手形債権売却
に伴う買戻し
義務 

314百万円

 
   

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物 2,220百万円

構築物  22百万円

機械及び 
装置 

2,691百万円

土地 2,205百万円

合計 7,138百万円
 

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物 2,056百万円

構築物  20百万円

機械及び 
装置 

2,428百万円

土地 2,205百万円

合計 6,711百万円
 

(2) 固定資産 

担保提供資産 

建物 2,137百万円

構築物 21百万円

機械及び 
装置 

2,544百万円

土地 2,205百万円

合計 6,908百万円
 

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物 2,161百万円

構築物 22百万円

機械及び 
装置 

2,691百万円

土地 2,136百万円

合計 7,010百万円
 

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物 2,001百万円

構築物 20百万円

機械及び 
装置 

2,428百万円

土地 2,136百万円

合計 6,586百万円
 

上記固定資産のうち工場財

団抵当に供している資産 

建物 2,080百万円

構築物 21百万円

機械及び 
装置 

2,544百万円

土地 2,136百万円

合計 6,782百万円
 

   

   担保資産に対応する債務 

短期借入金 760百万円 

長期借入金 1,399百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,159百万円 
 

   担保資産に対応する債務 

短期借入金 960百万円

長期借入金 1,304百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,264百万円
 

   担保資産に対応する債務 

短期借入金 1,060百万円

長期借入金 1,340百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,400百万円
 

   

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 700百万円 

長期借入金 1,149百万円 

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,849百万円 

  

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 750百万円

長期借入金 1,154百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 1,904百万円

  

上記債務のうち工場財団抵

当に対応する債務 

短期借入金 850百万円

長期借入金 1,190百万円

(１年以内返済 
予定額を含む) 

合計 2,040百万円
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前中間会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前事業年度末 
(平成18年１月31日) 

３ 保証債務 

(1) 関係会社の仕入債務等に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

株式会社 
タイパック 

41百万円

 

３ 保証債務 

(1) 関係会社の仕入債務等に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

株式会社 
タイパック 

28百万円

３ 保証債務 

 (1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対して次のとお

り保証を行っております。 

株式会社 
タイパック 

31百万円

   

 (2) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

45百万円 

 (2) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

36百万円

(2) 従業員の住宅取得に基づく

金融機関からの借入金に対

して次のとおり保証を行っ

ております。 

40百万円

   

(3) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

ブルーヘブン・ファンデ
ィング・コーポレーショ
ン 

242百万円
 

(3) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

クレセール・アセット・
ファンディング・コーポ
レーション 

236百万円
 

 (3) 下記の会社に対して、手形

債権売却に伴う買戻し義務

があります。 

クレセール・アセット・
ファンディング・コーポ
レーション 

314百万円
 

  

４ 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 消費税等の取扱い 

同左 

４      ― 

   

５ 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理をしておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 243百万円 

支払手形 91百万円 

設備関係 
支払手形 

37百万円 

  

５      ― 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２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 4百万円

受取配当金 24百万円
 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 6百万円

受取配当金 17百万円
 

１ 営業外収益の主要なもの 

受取利息 10百万円

受取配当金 32百万円
 

   

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 20百万円

手形売却損 1百万円

社債利息 1百万円
 

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 17百万円

手形売却損 1百万円

 
 

２ 営業外費用の主要なもの 

支払利息 40百万円

手形売却損 2百万円

社債利息 1百万円
 

   

３ 特別利益の主要なもの 

ゴルフ会員権 
償還益 

21百万円 

 

３ 特別利益の主要なもの 

貸倒引当金 
戻入益 

11百万円

 

３ 特別利益の主要なもの 

貸倒引当金 
戻入益 

9百万円

ゴルフ会員権 
償還益 

21百万円

厚生年金基金 
代行返上益 

1,412百万円

 
   

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

10百万円 

減損損失 531百万円 
 

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

13百万円

 
 

４ 特別損失の主要なもの 

固定資産 
除却損 

24百万円

減損損失 531百万円
 

５ 減損損失 

   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 
金額 

(百万円) 

封入 
設備等 
(注)1 

機械 
装置等 

東京都昭島市 
大阪市平野区 

398  

情報 
機器等 
(注)2 

器具 
及び 

備品等 
奈良県橿原市 10 

遊休 
(注)3 

機械 
装置等 

奈良県葛城市 
神奈川県相模
原市他 

29 

遊休 土地 静岡県裾野市 5 

遊休 土地 茨城県谷和原村 87 

計 531 

 

５     ― ５ 減損損失 

   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 
減損損失

(百万円)

封入
設備等
(注)1

機械 
装置等 

東京都昭島市 
大阪市平野区 

398

情報
機器等
(注)2

器具 
及び 

備品等 
奈良県橿原市 10

遊休
(注)3

機械 
装置等 

奈良県葛城市 
神奈川県相模
原市他 

29

遊休 土地 静岡県裾野市 5

遊休 土地 茨城県谷和原村 87

計 531
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

(注)１ 封入設備等はメーリングサービ

ス事業に供している資産であ

り、その減損損失の主な内訳は

次のとおりであります。 

建物 149百万円 

構築物 7百万円 

機械及び装置 183百万円 

車両運搬具 3百万円 

工具器具及び 

備品 
25百万円 

ソフトウェア 23百万円 

電話加入権 2百万円 
 

 (注)１ 封入設備等はメーリングサービ

ス事業に供している資産であ

り、その減損損失の主な内訳は

次のとおりであります。 

建物 149百万円

構築物 7百万円

機械及び装置 183百万円

車両運搬具 3百万円

工具器具及び 

備品 
25百万円

ソフトウェア 23百万円

電話加入権 2百万円
 

(注)２ 情報機器等は情報システム事業

に供している資産であり、その

減損損失の主な内訳は次のとお

りであります。 

工具器具及び 

備品 
4百万円 

電話加入権 2百万円 
 

 (注)２ 情報機器等は情報システム事業

に供している資産であり、その

減損損失の主な内訳は次のとお

りであります。 

工具器具及び 

備品 
4百万円

電話加入権 2百万円
 

(注)３ 遊休資産(土地を除く)の減損損

失の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

機械及び装置 29百万円 
 

 (注)３ 遊休資産(土地を除く)の減損損

失の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

機械及び装置 29百万円

（経緯） 

メーリングサービス事業及び

情報システム事業において

は、価格競争の激化などによ

り、今後も経常的な損失が予

想されます。また、遊休資産

については、今後の利用計画

もなく、さらに土地に関して

は地価も著しく下落しており

ますので、減損損失を認識

し、531百万円を特別損失に

計上いたしました。 

 

 （経緯） 

メーリングサービス事業及び

情報システム事業において

は、価格競争の激化などによ

り、今後も経常的な損失が予

想されます。また、遊休資産

については、今後の利用計画

もなく、さらに土地に関して

は地価も著しく下落しており

ますので、減損損失を認識

し、531百万円を特別損失に

計上いたしました。 

 

（グルーピングの方法） 

   事業の種類別セグメントを基

本とし、また将来の使用が見

込まれていない遊休資産につ

いては、個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。 

 

 （グルーピングの方法） 

   事業の種類別セグメントを基

本とし、将来の使用が見込ま

れていない遊休資産について

は、個々の物件単位でグルー

ピングをしております。 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

   正味売却価額(鑑定による) 

 （回収可能価額の算定方法等）

   正味売却価額(鑑定による) 

   

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 492百万円

無形固定資産 37百万円
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 457百万円

無形固定資産 49百万円
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,018百万円

無形固定資産 94百万円
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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２月１日 至 平成18年７月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 減少株式数 
当中間会計期間末

株式数 

普通株式（株） 48,967 48,967 ― 97,934 

（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、平成17年12月16日開催の取締役会決議により、平成18年２月１日付で１株を２

株に分割したことによるものであります。 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載しておりません。 

 

(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(当中間会計期間末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(前事業年度末) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

 




