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平成19年２月期 個別中間財務諸表の概要 
 

平成 18 年 10 月 13 日 

上 場 会 社 名 セントラル警備保障株式会社 上 場 取 引 所 東証第一部

コ ー ド 番 号 ９７４０ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.we-are-csp.co.jp/)   

代 表 者 役職名 代表取締役執行役員社長 氏名 白 川 保 友  

問 合 せ 責 任 者 役職名 経理部長 氏名 池 田 克 義 TEL(03)3344-1711(代) 

中間決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 13 日  中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成 18 年 11 月 ７日  単元株制度採用の有無 有(１単元 100 株)
  
１ 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                  (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８月中間期 15,400 5.3 606 175.8 792 162.2

17 年８月中間期 14,629 4.1 219 △57.7 302 △47.3

18 年２月期 29,680 2.9 841 △18.8 1,054 △9.8

 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 497 243.6 33 82

17 年８月中間期 144 △53.0 9 84

18 年２月期 586 9.0 37 95

(注) ①期中平均株式数 18年８月中間期 14,726,381株 17年８月中間期 14,728,143株 18年２月期 14,727,666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８月中間期 25,931 15,153 58.4 1,028 99

17 年８月中間期 22,104 13,907 62.9 944 33

18 年２月期 24,247 14,915 61.5 1,010 97

(注) ①期末発行済株式数 

②期末自己株式数 

18年８月中間期 

18年８月中間期 

14,726,195株

90,497株

17年８月中間期

17年８月中間期

14,727,545株

89,147株

18年２月期 

18年２月期 

14,726,616株

90,076株
 
 

２ 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 30,900 1,480 830 
(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 56 円 36 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 7.50 7.50 15.00 

19年２月期 (実績) 7.50 ―

19年２月期 (予想) ― 7.50
15.00 

 
※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中間決算短信（連結）添付資料の６頁を参照して下さい。
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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 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,323,510 6,588,300 5,199,410 

２ 受取手形  11,270 29,241 58,773 

３ 未収警備料  2,227,269 2,356,905 2,334,273 

４ 売掛金  273,495 194,616 246,923 

５ たな卸資産  741,295 922,729 856,500 

６ 繰延税金資産  324,970 332,800 335,416 

７ その他  710,306 850,421 742,776 

８ 貸倒引当金  △5,900 △4,400 △5,500 

流動資産合計   8,606,217 38.9 11,270,614 43.4  9,768,575 40.2

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物  1,961,075 1,923,415 1,909,084 

２ 警報装置  2,633,527 2,778,514 2,650,116 

３ 土地  865,038 865,038 865,038 

４ その他  295,116 198,085 194,814 

有形固定資産合計   5,754,758 26.0 5,765,053 22.2  5,619,053 23.1

(2) 無形固定資産   378,967 1.7 584,226 2.2  477,773 1.9

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  4,699,249 5,571,174 5,836,491 

２ 関係会社株式  473,989 508,989 508,989 

３ 関係会社長期貸付金  680,000 460,000 460,000 

４ 差入保証金及び 
敷金 

 1,053,318 1,054,316 1,044,303 

５ その他  495,588 751,738 568,644 

６ 貸倒引当金  △37,099 △34,749 △36,499 

投資その他の資産 
合計 

  7,365,047 33.3 8,311,470 32.0  8,381,930 34.5

固定資産合計   13,498,773 61.0 14,660,750 56.5  14,478,757 59.7

資産合計   22,104,991 100.0 25,931,364 100.0  24,247,332 100.0
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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) 

前事業年度 

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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  998,621 1,102,820 1,083,140 

２ 短期借入金  635,000 635,000 635,000 

３ 未払費用  1,226,922 1,221,658 1,187,132 

４ 未払法人税等  141,142 303,484 337,714 

５ 前受警備料  309,374 298,276 323,682 

６ 預り金  1,611,007 3,450,622 1,961,173 

７ 賞与引当金  649,000 640,000 621,000 

８ その他  480,559 515,173 539,526 

流動負債合計   6,051,627 27.3 8,167,035 31.4  6,688,371 27.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  210,000 210,000 210,000 

２ 繰延税金負債  1,512,031 1,970,958 2,007,835 

３ 退職給付引当金  104,460 116,950 106,030 

４ その他  319,168 313,364 319,531 

固定負債合計   2,145,659 9.7 2,611,272 10.0  2,643,397 10.9

負債合計   8,197,287 37.0 10,778,308 41.5  9,331,768 38.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,924,000 13.2 ― ―  2,924,000 12.0

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,781,500 ― 2,781,500 

２ その他資本剰余金  2,588 ― 2,588 

資本剰余金合計   2,784,088 12.5 ― ―  2,784,088 11.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  236,500 ― 236,500 

２ 任意積立金  2,865,000 ― 2,865,000 

３ 中間(当期)未処分利益  2,852,830 ― 3,183,716 

利益剰余金合計   5,954,330 26.9 ― ―  6,285,216 25.9

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  2,300,232 10.4 ― ―  2,977,986 12.2

Ⅴ 自己株式   △54,947 △0.2 ― ―  △55,726 △0.2

資本合計   13,907,703 62.9 ― ―  14,915,564 61.5

負債資本合計   22,104,991 100.0 ― ―  24,247,332 100.0
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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) 

前事業年度 

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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

(1) 資本金   ― ― 2,924,000 11.2  ― ―

(2) 資本剰余金    

１ 資本準備金  ― 2,781,500 ― 

２ その他資本剰余金  ― 2,588 ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,784,088 10.7  ― ―

(3) 利益剰余金    

１ 利益準備金  ― 236,500 ― 

２ その他利益剰余金    

任意積立金  ― 2,865,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 3,543,864 ― 

利益剰余金合計   ― ― 6,645,364 25.6  ― ―

(4) 自己株式   ― ― △56,223 △0.2  ― ―

株主資本合計   ― ― 12,297,229 47.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
評価差額金 

 ― 2,855,826 ― 

評価・換算差額等合計   ― ― 2,855,826 11.0  ― ―

純資産合計   ― ― 15,153,056 58.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 25,931,364 100.0  ― ―
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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) 

前事業年度 
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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   14,629,330 100.0 15,400,875 100.0  29,680,705 100.0

Ⅱ 売上原価   11,771,617 80.4 12,195,609 79.1  23,718,447 79.9

売上総利益   2,857,712 19.5 3,205,265 20.8  5,962,258 20.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,637,766 18.0 2,598,586 16.8  5,120,470 17.2

営業利益   219,946 1.5 606,679 3.9  841,788 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  100,096 0.6 196,024 1.2  239,199 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  17,620 0.1 9,843 0.0  26,079 0.0

経常利益   302,422 2.0 792,860 5.1  1,054,907 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３  4,982 0.0 110,894 0.7  6,789 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４、
※５

 52,166 0.3 124,980 0.8  88,222 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  255,238 1.7 778,774 5.0  973,475 3.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

 41,000 228,000 291,000 

法人税等調整額  69,302 110,302 0.7 52,776 280,776 1.8 96,196 387,196 1.3

中間(当期)純利益   144,936 0.9 497,998 3.2  586,278 1.9

前期繰越利益   2,707,894 ―  2,707,894

中間配当額   ― ―  110,456

中間(当期)未処分 
利益 

  2,852,830 ―  3,183,716
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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 
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 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金
合計 

利益
準備金 任意 

積立金
繰越利益
剰余金

利益 
剰余金
合計 

自己
株式

株主資本 
合計 

その他
有価証券
評価差額金

純資産
合計 

平成18年２月28日 
残高(千円) 

2,924,000 2,781,500 2,588 2,784,088 236,500 2,865,000 3,183,716 6,285,216 △55,726 11,937,577 2,977,986 14,915,564

中間会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当    △110,449 △110,449  △110,449 △110,449

利益処分による 
役員賞与 

   △27,400 △27,400  △27,400 △27,400

中間純利益    497,998 497,998  497,998 497,998

自己株式の取得    △497 △497 △497

自己株式の処分   0 0 0 0 0

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額) 

     △122,159 △122,159

中間会計期間中の
変動額合計 

― ― 0 0 ― ― 360,148 360,148 △496 359,652 △122,159 237,492

平成18年８月31日 
残高(千円) 

2,924,000 2,781,500 2,588 2,784,088 236,500 2,865,000 3,543,864 6,645,364 △56,223 12,297,229 2,855,826 15,153,056
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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 子会社及び関連会社株式 
 移動平均法に基づく原価
法 
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
り算出しております。)

 時価のないもの 
移動平均法に基づく原
価法 

子会社及び関連会社株式 
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
より算出しておりま
す。) 

時価のないもの 
同左 

子会社及び関連会社株式 
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
出しております。) 

時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 貯蔵品 
先入先出法に基づく原価
法によっております。 

貯蔵品 
同左 

貯蔵品 
同左 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

   

  有形固定資産 (1) 建物(建物附属設備を
除く) 

  平成10年３月以前取得
分 

   定率法 
  平成10年４月以降取得

分 
   定額法 

(1) 建物(建物附属設備を
除く) 

同左 

(1) 建物(建物附属設備を
除く) 

同左 

 (2) その他の有形固定資産
   定率法 
 なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。 
  建物   ３年～50年
  警報装置 ５年～10年

(2) その他の有形固定資産
同左 

(2) その他の有形固定資産
同左 

  無形固定資産 (1) 営業権 
定額法(５年) 

(2) ソフトウェア 
社内における利用可能
期間(５年)に基づく定
額法 

(3) その他の無形固定資産
   定額法 

(1) 営業権 
同左 

(2) ソフトウェア 
同左 

 
 
(3) その他の無形固定資産

同左 

(1) 営業権 
同左 

(2) ソフトウェア 
同左 

 
 
(3) その他の無形固定資産

同左 
  長期前払費用 定額法 同左 

 
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 
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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) 

 (2) 賞与引当金 
従業員賞与の支給に

備えるため、将来の支
給見込額のうち、当中
間会計期間に負担すべ
き金額を計上しており
ます。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
従業員賞与の支給に

備えるため、将来の支
給見込額のうち当期に
負担すべき金額を計上
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
(７年)による定額法に
より費用処理しており
ます。 
数理計算上の差異に

ついては、発生時の従
業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数
（７年）による定額法
により、翌期から費用
処理することとしてお
ります。 
また、功労のあった

管理職に対して、退職
時に支給する特別功労
金に備えるため、内規
に基づく当中間会計期
間末要支給額を退職給
付引当金に含めて計上
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及
び年金資産の見込額に
基づき計上しておりま
す。 
過去勤務債務につい

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
(７年)による定額法に
より費用処理しており
ます。 
数理計算上の差異に

ついては、発生時の従
業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数
（７年）による定額法
により、翌期から費用
処理することとしてお
ります。 
また、功労のあった

管理職に対して、退職
時に支給する特別功労
金に備えるため、内規
に基づく期末要支給額
を退職給付引当金に含
めて計上しておりま
す。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
――――― 

 (4) 役員退職慰労引当金 
――――― 

 (追加情報) 
当社は、平成17年５

月26日の定時株主総会
の日をもちまして、役
員退職慰労金制度を廃
止することとし、当該
慰労金の打ち切り支給
決議案が承認可決され
ました。なお、当中間
会計期間に退任した役
員に対しては、当該総
会までの期間に対応す
る役員退職慰労金を支
給済であります。また、
再任した役員に対する
未払額(141,710千円)
については固定負債の
「その他」として表示
しております。 

 (追加情報) 
当社は、平成17年５

月26日の定時株主総会
の日をもちまして、役
員退職慰労金制度を廃
止することとし、当該
慰労金の打ち切り支給
決議案が承認可決され
ました。なお、当中間
会計期間に退任した役
員に対しては、当該総
会までの期間に対応す
る役員退職慰労金を支
給済であります。また、
再任した役員に対する
未払額(141,710千円)
については固定負債の
「その他」として表示
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) 

５ その他の中間財務
諸表(財務諸表)作
成のための基本と
なる事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっておりま

す。仮払消費税額等及び仮
受消費税額等は相殺のう
え、純額を流動負債の「そ
の他」に含めて表示してお
ります。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の

会計処理方法は税抜方式に
よっております。 

 

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) 

前会計年度 
(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、税金等調整前中間純

利益は71,286千円減少しておりま
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15,153,056千円（当中間
会計期間末の「純資産の部」の合計
額と同額）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) 

項目 
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 7,429,324千円 7,761,465千円 7,669,816千円

 

(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
ち主なもの 

    受取利息  6,415千円 3,654千円  12,337千円

    受取配当金  61,088千円 153,321千円  131,185千円

    受取保険金等  20,309千円 23,266千円  65,853千円

※２ 営業外費用のう
ち主なもの 

  

    支払利息  7,184千円 7,194千円  14,345千円

※３ 特別利益のうち
主なもの 

  

    投資有価証券売
却益 

 ―――    108,600千円  ―――    

※４ 特別損失のうち
主なもの 

  

    固定資産除却損   

     警報装置  37,149千円 35,156千円  62,780千円

          その他  882千円 829千円  1,395千円

     小計  38,032千円 35,986千円  64,176千円

    減損損失  ―――    81,509千円  ―――    

当社は、以下の資産につ
いて減損損失を計上しまし
た。 

 

用途 種類
金額

(千円)
場所 

建物 6,831

警報装置 43,711

その他 12,127事業

資産 ﾘｰｽ資産

( 警 報 装

置他) 

18,837

宮城県

仙台市他

(仙台支社)

合  計 81,509  

※５ 減損損失  
―――――――― 

（減損損失の認識に至った
経緯） 
営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスとなっ
ている資産グループ(仙台
支社)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とし
て認識いたしました。 
（資産のグルーピングの方
法） 
当社の資産グルーピング

は、事業資産について管理
会計上の区分で行っており
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) 

  （回収可能価額の算定方法
等） 
資産グループの回収可能

価額は使用価値により測定
しております。なお、仙台
支社については将来キャッ
シュ・フローがマイナスの
ため、算定に際して割引計
算は行っておりません。 
 

 

 ５ 減価償却実施額   

    有形固定資産  414,770千円 398,869千円  874,057千円

    無形固定資産  37,456千円 66,933千円  85,311千円

  

(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) 

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 (千株) 

当中間会計期間 

増加株式数 (千株)

当中間会計期間 

減少株式数 (千株) 

当中間会計期間末 

株式数 (千株) 

普通株式（注） 90 0 0 90

合計 90 0 0 90

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株の買取りによる増加であり、減少は単元未満株の買増請求

による売渡であります。 
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(リース取引関係) 

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 

   

取得価額相当額 

警報装置 495,784千円

その他 193,662千円

計 689,447千円
 

取得価額相当額 

警報装置 432,694千円

その他 191,069千円

計 623,763千円
 

取得価額相当額 

警報装置 453,534千円

その他 184,998千円

計 638,532千円
 

減価償却累計額相当額 

警報装置 275,853千円

その他 116,275千円

計 392,129千円
 

減価償却累計額相当額 

警報装置 254,145千円

その他 130,144千円

計 384,289千円
 

減価償却累計額相当額 

警報装置 260,848千円

その他 120,389千円

計 381,237千円
 

 

 

 

 
 

減損損失累計額相当額 

警報装置 3,293千円

その他 ―千円

計 3,293千円
 

 

 

 

 
 

リース物件の取得

価額相当額、減価

償却累計額相当

額、減損損失累計

額相当額及び中間

期末(期末)残高相

当額 

中間期末残高相当額 

警報装置 219,931千円

その他 77,386千円

計 297,317千円
 

中間期末残高相当額 

警報装置 175,255千円

その他 60,924千円

計 236,180千円
 

期末残高相当額 

警報装置 192,686千円

その他 64,608千円

計 257,295千円
 

未経過リース料中

間期末(期末)残高

相当額 

一年以内 

警報装置 87,727千円

その他 24,895千円

計 112,623千円
 

一年以内 

警報装置 77,349千円

その他 25,540千円

計 102,889千円
 

一年以内 

警報装置 80,871千円

その他 24,073千円

計 104,944千円
 

 一年超 

警報装置 132,203千円

その他 52,490千円

計 184,694千円
 

一年超 

警報装置 97,905千円

その他 35,384千円

計 133,290千円
 

一年超 

警報装置 111,814千円

その他 40,535千円

計 152,350千円
 

 合計 

警報装置 219,931千円

その他 77,386千円

計 297,317千円
 

合計 

警報装置 175,255千円

その他 60,924千円

計 236,180千円
 

合計 

警報装置 192,686千円

その他 64,608千円

計 257,295千円
 

リース資産減損勘

定の残高 
2,694千円

 取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額の算定は、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

利子込み法によっておりま

す。 

同左 取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額の

算定は、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

よっております。 
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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) 

支払リース料 65,620千円 57,401千円 126,999千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

598千円

減価償却費相当
額 

65,620千円 56,802千円 126,999千円

減損損失 3,293千円

 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 

 (千円)  (千円)  (千円)

１年以内 699  ― １年以内 54

１年超 ―  ― １年超 ―

合計 699  ― 合計 54

２オペレーティング・リ
ース取引 

未経過リース料 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成17年８月31日現在) 

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(平成18年８月31日現在) 

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(平成18年２月28日現在) 

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。 
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(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 944円33銭 1,028円99銭 1,010 円 97 銭

１株当たり中間(当期)純利益 
9円84銭 33円82銭 37 円 95 銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

２ 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) 144,936 497,998 586,278 

普通株主に帰属しない金額(千円)    

 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 

(千円) 
144,936 497,998 558,878 

期中平均株式数 (千株) 14,728 14,726 14,727 
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(２) その他 

平成18年10月13日開催の取締役会において、第35期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

中間配当額 110,446千円

１株当たりの額 ７円50銭

中間配当金支払開始日 平成18年11月７日

 


