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１．平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 35,357 (28.0) 3,372 (102.6) 3,694 (107.6)

17年８月中間期 27,614 (34.5) 1,664 (△8.4) 1,779 (△3.0)

18年２月期 56,510 4,118 4,231

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８月中間期 2,218 (139.4) 144 93

17年８月中間期 926 (△14.8) 131 38

18年２月期 2,467 341 11

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 15,309,662株 17年８月中間期 7,055,000株 18年２月期 7,171,118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

④平成18年３月１日付で、普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を行っております。

(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８月中間期 43,774 19,170 43.8 1,252 17

17年８月中間期 34,567 11,670 33.8 1,654 24

18年２月期 39,595 17,130 43.3 2,235 18

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 15,309,662株 17年８月中間期 7,055,000株 18年２月期 7,654,831株

②期末自己株式数 18年８月中間期 338株 17年８月中間期 0株 18年２月期 169株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 66,900 5,700 3,390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　221円43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２月期 － 20.00 20.00

19年２月期（実績） － 　　　　－
20.00

19年２月期（予想） － 20.00

※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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．現金及び預金 3,459,402 3,883,449  7,088,015

２．受取手形  459,557 389,288  394,912

３．売掛金 17,998,431 23,006,153  18,205,911

４．たな卸資産 4,977,201 5,623,313  5,372,795

５．その他 1,142,141 1,543,945  1,256,651

貸倒引当金 △30,684 △21,109  △16,760

流動資産合計 28,006,049 81.0 34,425,040 78.6 6,418,990 32,301,526 81.6

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構
築物

※２ 1,853,915 2,278,620  1,882,768

(2）土地 ※２ 1,841,663 1,845,243  1,841,863

(3）その他 ※２ 1,322,985 1,712,493  1,635,841

有形固定資産
合計

5,018,564 14.5 5,836,356 13.4 817,792 5,360,473 13.5

２．無形固定資産 110,486 0.3 184,129 0.4 73,642 116,658 0.3

３．投資その他の資
産

 

(1）投資その他
の資産

1,470,971 3,363,767  1,856,532

貸倒引当金 △38,505 △34,763  △39,326

投資その他の
資産合計

1,432,465 4.2 3,329,004 7.6 1,896,538 1,817,205 4.6

固定資産合計 6,561,516 19.0 9,349,489 21.4 2,787,973 7,294,337 18.4

資産合計 34,567,566 100.0 43,774,530 100.0 9,206,963 39,595,864 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 9,170,615 10,526,409  8,860,702

２．買掛金  4,046,705 4,702,082  4,223,508

３．短期借入金 ※２ 5,771,000 4,000,000  5,162,700

４．一年内返済予
定長期借入金

※２ 170,000 765,000  870,000

５．賞与引当金 186,137 228,456  205,052

６．製品保証引当
金

307,460 347,884  307,929

７．その他 1,785,423 3,397,145  2,121,004

流動負債合計 21,437,341 62.0 23,966,979 54.7 2,529,637 21,750,898 54.9
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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
（％）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※２ 785,000 20,000  50,000

２．退職給付引当
金

470,925 404,909  455,800

３．役員退職慰労
引当金

203,656 212,366  208,206

固定負債合計 1,459,581 4.2 637,275 1.5 △822,306 714,006 1.8

負債合計 22,896,923 66.2 24,604,254 56.2 1,707,331 22,464,904 56.7

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,386,356 4.0 － － － 3,321,956 8.4

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,385,685 －  3,320,673

資本剰余金合計 1,385,685 4.0 － － － 3,320,673 8.4

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 22,000 －  22,000

２．任意積立金 7,361,404 －  7,361,404

３．中間（当期）
未処分利益

1,454,574 －  2,994,859

利益剰余金合計 8,837,979 25.6 － － － 10,378,263 26.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

60,622 0.2 － － － 111,174 0.3

Ⅴ　自己株式 － － － － － △1,108 △0.0

資本合計 11,670,643 33.8 － － － 17,130,959 43.3

負債資本合計 34,567,566 100.0 － － － 39,595,864 100.0

 

－ 39 －



前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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  － － 3,321,956 7.6 － － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 3,320,673  －

資本剰余金合
計

 － － 3,320,673 7.6 － － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 22,000  －

(2）その他利益
剰余金

     

特別償却準
備金

 － 702  －

別途積立金  － 9,560,000  －

繰越利益剰
余金

 － 2,840,284  －

利益剰余金合
計

 － － 12,422,986 28.4 － － －

４　自己株式  － － △1,108 △0.0 － － －

株主資本合計  － － 19,064,507 43.6 － － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 105,768 0.2 － － －

評価・換算差額
等合計

 － － 105,768 0.2 － － －

純資産合計  － － 19,170,275 43.8 － － －

負債純資産合計  － － 43,774,530 100.0 － － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31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３月１日
至　平成18年２月28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 27,614,586 100.0 35,357,658 100.0 7,743,071 56,510,303 100.0

Ⅱ　売上原価 23,571,314 85.4 29,253,049 82.7 5,681,735 47,497,727 84.1

売上総利益 4,043,272 14.6 6,104,608 17.3 2,061,336 9,012,575 15.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,378,369 8.6 2,732,055 7.8 353,686 4,894,340 8.6

営業利益 1,664,902 6.0 3,372,553 9.5 1,707,650 4,118,235 7.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 245,661 0.9 577,750 1.6 332,089 476,158 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 131,119 0.5 255,304 0.6 124,185 363,318 0.6

経常利益 1,779,445 6.4 3,694,999 10.5 1,915,554 4,231,076 7.5

Ⅵ　特別利益 9,649 0.1 7,802 0.0 △1,846 22,414 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4 253,699 0.9 9,590 0.1 △244,108 285,260 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

1,535,395 5.6 3,693,212 10.4 2,157,816 3,968,230 7.0

法人税、住民
税及び事業税

※６ 705,515 1,512,031  1,673,728

法人税等調整
額

※６ △96,986 608,528 2.2 △37,638 1,474,392 4.1 865,863 △172,649 1,501,078 2.6

中間（当期）
純利益

926,866 3.4 2,218,819 6.3 1,291,952 2,467,151 4.4

前期繰越利益 527,708 － － 527,708

中間（当期）
未処分利益

1,454,574 － － 2,994,859
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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３月１日　至平成18年８月31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
合計特別償却

準備金
別途積立
金 

繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高

　　　　　（千円）
3,321,956 3,320,673 3,320,673 22,000 1,404 7,360,000 2,994,859 10,378,263 △1,108 17,019,784

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

し
    △702  702 －  －

別途積立金の積立て      2,200,000 △2,200,000 －  －

剰余金の配当       △153,096 △153,096  △153,096

利益処分による役員賞

与
      △21,000 △21,000  △21,000

中間純利益       2,218,819 2,218,819  2,218,819

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）
    △702 2,200,000 △154,575 2,044,722  2,044,722

平成18年８月31日　残高

　　　　　（千円）
3,321,956 3,320,673 3,320,673 22,000 702 9,560,000 2,840,284 12,422,986 △1,108 19,064,507

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18年２月28日　残高

（千円）
111,174 111,174 17,130,959

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し   －

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △153,096

利益処分による役員賞与   △21,000

中間純利益   2,218,819

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△5,406 △5,406 △5,406

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△5,406 △5,406 2,039,316

平成18年８月31日　残高

（千円）
105,768 105,768 19,170,275
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1) 有価証券

(イ) 子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

(イ) 子会社株式

同　　　左

(1) 有価証券

(イ) 子会社株式

同　　　左

(ロ) 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）

(ロ) 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）

(ロ) 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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同　　　左

(2)デリバティブ

同　　　左

(3）たな卸資産

(イ) 製品、仕掛品、原材料

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

(イ) 製品、仕掛品、原材料

同　　　左

(3)たな卸資産

(イ) 製品、仕掛品、原材料

同　　　左

(ロ) 貯蔵品

最終仕入原価法

(ロ) 貯蔵品

同　　　左

(ロ) 貯蔵品

同　　　左

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、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。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、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。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、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 24～50年

機械及び装置 ５～11年

工具、器具及び

備品
２～３年

建物 24～50年

機械及び装置 ５～17年

工具、器具及び

備品
２～３年

建物 24～50年

機械及び装置 ５～11年

工具、器具及び

備品
２～３年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、社内利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

(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

従業員への賞与支給に備える

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間の負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同　　　左

(2) 賞与引当金

従業員への賞与支給に備える

ため、支給見込額に基づく当事

業年度負担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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(3) 製品保証引当金

　製品販売後に発生する製品保

証費用に備えるため、過去の実

績に基づく見込額を計上してお

ります。

（追加情報）

　当社は、製品販売後の製品保

証費用については、従来、支出

時の費用として処理しておりま

したが、売上高増大とともに将

来における製品保証費用の負担

額の重要性が増してきたため、

当中間会計期間より過去の実績

に基づく見込額を製品保証引当

金として計上しております。こ

の変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益及

び経常利益は70,814千円減少し、

税引前中間純利益は307,460千

円減少しております。 

(3) 製品保証引当金

　製品販売後に発生する製品保

証費用に備えるため、過去の実

績に基づく見込額を計上してお

ります。

(3) 製品保証引当金

　製品販売後に発生する製品保

証費用に備えるため、過去の実

績に基づく見込額を計上してお

ります。

（追加情報）

　当社は、製品販売後の製品保

証費用については、従来、支出

時の費用として処理しておりま

したが、売上高増大とともに将

来における製品保証費用の負担

額の重要性が増してきたため、

当事業年度より過去の実績に基

づく負担見込額を製品保証引当

金として計上しております。こ

の変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益お

よび経常利益は71,284千円減少

し、税引前当期純利益は

307,929千円減少しております。

(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。

また、数理計算上の差異は、

そ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（５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) 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

額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、

そ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（５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。　

(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．繰延資産の処理方法 ─────

 

─────

 

　　新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。

５．外貨建資産及び負債の本邦

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、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。

６．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

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方法

税抜方式によっております。

　　消費税等の会計処理方法

同　　　左

　　消費税等の会計処理方法

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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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。

　これにより、税引前中間純利益は

6,150千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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は19,170,275千円でありま

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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 3,551,681千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    3,901,769千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,710,602千円

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

(1)担保資産

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

(1)担保資産

※２．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

(1)担保資産

建物及び構

築物
  354,265千円 (302,436千円)

土地 1,315,624千円 (703,311千円)

有形固定資

産(その他)
27,781千円 (27,781千円)

合計 1,697,670千円(1,033,529千円)

建物及び構

築物
 310,167千円 (289,375千円)

土地 1,240,512千円 (703,311千円)

有形固定資

産(その他)
24,466千円 (24,466千円)

合計 1,575,145千円(1,017,153千円)

建物及び構

築物
 317,238千円 (295,719千円)

土地 1,240,512千円 (703,311千円)

有形固定資

産(その他)
25,742千円 (25,742千円)

合計 1,583,492千円(1,024,773千円)

(2)担保付債務 (2)担保付債務 (2)担保付債務

短期借入金 1,115,000千円 (856,890千円)

一年内返済

予定長期借

入金

  70,000千円 (44,742千円)

長期借入金 685,000千円 (283,368千円)

合計 1,870,000千円(1,185,000千円)

短期借入金 1,175,000千円 (901,631千円)

一年内返済

予定長期借

入金

665,000千円 (268,455千円)

長期借入金 20,000千円 (14,914千円)

合計 1,860,000千円(1,185,000千円)

短期借入金 1,145,000千円 (879,260千円)

一年内返済

予定長期借

入金

670,000千円 (268,455千円)

長期借入金 50,000千円 (37,285千円)

合計 1,865,000千円(1,185,000千円)

上記のうち（　）内書きは工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

上記のうち（　）内書きは工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

上記のうち（　）内書きは工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

　３．偶発債務

　次の子会社が支払先に支払う航空運賃

に対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

TAKEUCHI

FRANCE S.A.S.
2,044 航空運賃 

　３．偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

TAKEUCHI MFG.

(U.S.),LTD.
938,480 借入債務 

　３．偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入と航空運賃の支払いに対し債務保

証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

TAKEUCHI MFG.

(U.S.),LTD.
930,160 借入債務

TAKEUCHI 

FRANCE S.A.S.
3,701 航空運賃

計 933,861 －
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のとお

りであります。

受取利息 2,523千円

為替差益 209,052千円

受取利息  17,564千円

為替差益  528,260千円

受取利息 6,557千円

受取配当金 242,589千円

為替差益 165,436千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のとお

りであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のとお

りであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のとお

りであります。

支払利息  57,645千円

オプション差損 37,316千円

売上債権売却損 33,274千円

支払利息 43,886千円

オプション差損  169,509千円

売上債権売却損  38,746千円

支払利息  121,327千円

オプション差損 143,086千円

売上債権売却損  63,656千円

※３．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３．　　　───── ※３．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

過年度製品保証引当金

繰入額
236,645千円

過年度製品保証引当金

繰入額
236,645千円

※４．　　　───── ※４．減損損失

　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

計上しました。

※４．　　　─────

場所 用途 種類

長野県長野市　
他

遊休資産 土地

　当社は、資産を事業用資産、賃貸用

資産、遊休資産にグループ化し、賃貸

用資産及び遊休資産については、それ

ぞれ個別の物件ごとに区分しておりま

す。

　その結果、帳簿価額に対して著しく

時価が低下した遊休資産について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（6,150千円）として

特別損失に計上しております。その内

訳は、土地6,150千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、固定資産税評価

額により評価しております。

　５．減価償却実施額は次のとおりであります。　５．減価償却実施額は次のとおりであります。　５．減価償却実施額は次のとおりであります。

有形固定資産    206,149千円

無形固定資産 2,565千円

有形固定資産    236,344千円

無形固定資産 9,205千円

有形固定資産  464,054千円

無形固定資産 4,806千円

※６．税効果会計

中間会計期間に係る「法人税、住民税

及び事業税」及び「法人税等調整額」は、

当事業年度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積立及び取崩

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。

※６．税効果会計

中間会計期間に係る「法人税、住民税

及び事業税」及び「法人税等調整額」は、

当事業年度において予定している特別償

却準備金の積立及び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。

※６．　　　─────
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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３月１日　至　平成18年８月31日）

 １．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（注） 169 169 － 338

合計 169 169 － 338

 （注）普通株式の自己株式数の増加169株は、平成18年３月１日付の株式分割によるものであります。

－ 48 －



①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

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（その
他）

434,413 155,783 278,630

無形固定資
産（ソフト
ウェア）

160,894 116,458 44,435

合計 595,307 272,241 323,066

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（その
他）

662,849 225,553 437,295

無形固定資
産（ソフト
ウェア）

131,361 85,173 46,188

合計 794,211 310,727 483,484

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（その
他）

660,699 185,417 475,282

無形固定資
産（ソフト
ウェア）

172,492 113,243 59,248

合計 833,192 298,661 534,531

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 82,094千円

１年超 213,276千円

合計 295,370千円

１年内 113,447千円

１年超 352,318千円

合計 465,766千円

１年内 115,550千円

１年超 395,076千円

合計 510,626千円

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 50,556千円

減価償却費相当額    46,889千円

支払利息相当額      4,566千円

支払リース料 65,052千円

減価償却費相当額  60,962千円

支払利息相当額    5,123千円

支払リース料 116,352千円

減価償却費相当額 108,767千円

支払利息相当額 9,519千円

４．減価償却費相当額及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．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

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

（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。

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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 1,654.24円

１株当たり中間純利益

金額

131.38円

１株当たり純資産額 1,252.17円

１株当たり中間純利益

金額

144.93円

１株当たり純資産額 2,235.18円

１株当たり当期純利益

金額

341.11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。

 　当社は、平成18年３月１日付で普通

株式１株を２株に分割しました。当該

株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報は、以下のと

おりとなります。

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

827.12円 1,117.59円

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

65.69円 170.56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（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。

前中間会計期間
(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 926,866 2,218,819 2,467,151

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 21,000

（うち利益処分による役員賞与金） － － (21,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
926,866 2,218,819 2,446,151

期中平均株式数（株） 7,055,000 15,309,662 7,171,118
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

───── ───── 　株式の分割

　平成18年２月８日開催の取締役会の

決議に基づき、次のとおり株式分割に

よる新株式を発行しております。

  １．平成18年３月１日付をもって、

普通株式１株を２株に分割しま

した。

  (1）分割により増加する株式数

　普通株式　　7,655,000株

  (2）分割の方法

　平成18年２月28日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載又は記録された株主の所有

普通株式１株につき、２株の

割合をもって分割しました。

  ２．配当起算日

平成18年３月１日

 

当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前期にお

ける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当

期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなりま

す。

第43期 第44期

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

770.32円 1,117.59円

１株当たり当期純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

156.46円 170.56円

　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

式がないため記載

しておりません。
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