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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 （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 1,077 (△29.9) 86  (△74.4) 97  (△76.6)

17年8月中間期 1,537 (△13.1) 336 (△13.5) 416 (　 2.3)

18年2月期 3,449 (△ 1.6) 762 (△ 1.9) 899 (  21.9)

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 △787  (    －) △11,335 64

17年8月中間期 242 (   7.5) 6,986 33

18年2月期 △724 (    －) △10,431 94

（注）①期中平均株式数 18年8月中間期 69,456株 17年8月中間期 34,728株 18年2月期 69,456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8月中間期 2,579 1,049 40.7 15,115 18

17年8月中間期 4,385 2,861 65.3 82,408 85

18年2月期 3,818 1,904 49.9 27,424 02

（注）①期末発行済株式数 18年8月中間期   69,456株 17年8月中間期 34,728株 18年2月期 69,456株

②期末自己株式数 18年8月中間期 －株 17年8月中間期 －株 18年2月期 －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 2,406  271  △925  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△13,325円60銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年2月期 － － － 1,000 － 1,000

18年2月期（実績） － － 　　　　　－ 　   1,000 － 1,000

19年2月期（予想） 　　　　　－ 　　　　　－ － － － －

 

 

※　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7ページを参照して下さい。
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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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   349,971   418,486   431,605  

２　受取手形   144,767   59,968   41,088  

３　売掛金   842,873   378,927   1,119,389  

４　たな卸資産   356,639   342,654   445,937  

５　短期貸付金   122,140   158   157  

６　繰延税金資産   37,887   29,108   41,149  

７　その他   149,256   20,317   148,180  

貸倒引当金   △1,219   △439   △1,281  

流動資産合計   2,002,317 45.7  1,249,183 48.4  2,226,227 58.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1)建物  661,864   744,114   745,614   

減価償却累計額  410,352 251,512  434,646 309,467  422,837 322,776  

(2)構築物  294,213   294,213   294,213   

減価償却累計額  100,018 194,195  122,748 171,464  112,118 182,095  

(3)土地   198,311   198,001   198,311  

(4)建設仮勘定   60,946   －   －  

(5)その他  266,695   270,047   265,650   

減価償却累計額  212,741 53,954  214,563 55,484  214,514 51,136  

有形固定資産合計   758,919 17.3  734,418 28.5  754,320 19.8

２　無形固定資産   29,974 0.7  21,632 0.8  26,236 0.7

３　投資その他の資産           

(1)投資有価証券   66,625   86,625   83,500  

(2)関係会社株式   611,739   －   611,739  

(3)長期貸付金   906,805   1,446,825   1,341,068  

(4)破産債権・再生債
権・更生債権その他
これらに準ずる債権

  －   510,806   －  

(5)保険積立金   205,345   197,163   216,404  

(6)繰延税金資産   288,677   88,160   85,125  

(7)その他   22,461   30,677   28,362  

投資損失引当金   △506,415   △1,785,942   △1,554,099  

貸倒引当金   △906   －   －  

投資その他の資産
合計

  1,594,332 36.4  574,315 22.3  812,100 21.3

固定資産合計   2,383,226 54.3  1,330,367 51.6  1,592,657 41.7

資産合計   4,385,543 100.0  2,579,550 100.0  3,818,885 100.0
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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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   249,296   153,386   541,178  

２　短期借入金   390,000   554,000   502,000  

３　１年以内返済予定長
期借入金

  159,956   177,906   159,956  

４　未払金   29,834   35,953   38,777  

５　未払法人税等   182,675   53,622   227,146  

６　未払消費税等 ※２  16,498   3,280   12,816  

７　賞与引当金   23,793   26,215   26,461  

８　その他   26,282   27,393   19,887  

流動負債合計   1,078,336 24.6  1,031,759 40.0  1,528,224 40.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   263,440   285,534   183,462  

２　役員退職慰労引当金   146,528   159,562   154,107  

３　退職給付引当金   35,343   52,854   48,328  

固定負債合計   445,311 10.2  497,951 19.3  385,898 10.1

負債合計   1,523,648 34.7  1,529,710 59.3  1,914,122 50.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   589,612 13.4  －   589,612 15.4

Ⅱ　資本剰余金           

　１　資本準備金  582,653   －   582,653   

資本剰余金合計   582,653 13.3  －   582,653 15.3

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  39,351   －   39,351   

２　任意積立金     －      

　(1)別途積立金  700,000   －   700,000   

３　中間（当期）未処分
利益

 940,375   －   △26,806   

利益剰余金合計   1,679,726 38.3  －   712,544 18.7

Ⅳ その他有価証券評価差
額金

  9,901 0.2  －   19,952 0.5

資本合計   2,861,894 65.3  －   1,904,762 49.9

負債資本合計   4,385,543 100.0  －   3,818,885 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年2月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 589,612 22.9 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 582,653 －

資本剰余金合計  － － 582,653 22.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 39,351 －

(2）その他利益剰余金  － △183,590 －

別途積立金  － 500,000 －

繰越利益剰余金  － △683,590 －

利益剰余金合計  － － △144,239 △5.6 － －

株主資本合計  － － 1,028,026 39.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 21,813  － －

評価・換算差額等合計  － － 21,813 0.8 － －

純資産合計  － － 1,049,840 40.7 － －

負債純資産合計  － － 2,579,550 100.0 － －
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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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,537,299 100.0  1,077,600 100.0  3,449,299 100.0

Ⅱ　売上原価   822,428 53.5  576,310 53.5  1,912,596 55.4

売上総利益   714,870 46.5  501,289 46.5  1,536,702 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   378,795 24.6  415,186 38.5  773,741 22.4

営業利益   336,075 21.9  86,103 8.0  762,961 22.1

Ⅳ　営業外収益 ※1  90,129 5.9  18,952 1.8  156,370 4.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  9,381 0.6  7,472 0.7  19,517 0.6

経常利益   416,823 27.1  97,583 9.1  899,814 26.1

Ⅵ　特別利益 ※3  － －  19,097 1.8  920 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4  2,515 0.2  845,573 78.5  1,051,070 30.5

税引前中間純利益
又は税引前中間(当
期)純損失(△)

  414,308 27.0  △728,891 △67.6  △150,336 △4.4

法人税、住民税及
び事業税

 179,394   50,693   388,467   

法人税等調整額  △7,707 171,686 11.2 7,742 58,435 5.4 185,757 574,224 16.6

中間純利益又は
中間(当期)純損失
(△)

  242,621 15.8  △787,327 △73.0  △724,561
△

21.0

前期繰越利益   697,754   －   697,754  

中間（当期）未処
分利益

  940,375   －   △26,806  
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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

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2月28日　残高（千円） 589,612 582,653 582,653 39,351 700,000 △26,806 712,544 1,884,810

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － － △69,456 △69,456 △69,456

中間純損失(△)（千円） － － － － － △787,327 △787,327 △787,327

別途積立金の取崩（千円） － － － － △200,000 200,000 － －

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）（千円）
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － － △200,000 △656,783 △856,783 △856,783

平成18年8月31日　残高（千円） 589,612 582,653 582,653 39,351 500,000 △683,590 △144,239 1,028,026

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） 19,952 19,952 1,904,762

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △69,456

中間純損失(△)（千円） － － △787,327

別途積立金の取崩（千円） － － －

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）（千円）
1,861 1,861 1,861

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,861 1,861 △854,922

平成18年8月31日　残高（千円） 21,813 21,813 1,049,840
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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）有価証券の評価基準及び評価方

法

子会社株式

総平均法による原価法

(1）有価証券の評価基準及び評価方

法

子会社株式

同左

(1）有価証券の評価基準及び評価方

法

子会社株式

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、売却原価は総平

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

は総平均法による原価法)

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、売却原価は総平均法

による原価法)

 時価のないもの

　 総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)たな卸資産の評価基準及び評価

方法

製品・原材料

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価

方法

製品・原材料

同左

(2）たな卸資産の評価基準及び評価

方法

製品・原材料

同左

 仕掛品

　個別法による原価法を採用してお

ります。

仕掛品

同左

仕掛品

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

ただし、建物（建物付属設備は除

く）については、平成10年４月１日

以降取得したものについては、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　７年～47年

(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

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）について、社内における見込

利用可能期間（５年）による定額

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）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2)投資損失引当金

　 関係会社に対する投融資に伴う

損失に備えるため、投資先の財政

状態並びに今後の回復可能性等を

勘案し、必要額を計上しておりま

す。

(2)投資損失引当金

同左

(2)投資損失引当金

同左

 (3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

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）

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく中間期末要支給額を計上し

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払いに備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく期末要支給額を計上してお

ります。

 (5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務(簡便法により自己

都合要支給額の100%)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。

(5）退職給付引当金

同左

(5）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(簡便法により自己都合

要支給額の100%)及び年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

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 ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理

の要件をみたしている場合には、

特例処理を採用しております。

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・・借入金

③ヘッジ方針

借入金の利息相当額の範囲内で

市場金利変動リスクを回避する

目的で行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一

であり、かつ、ヘッジ開始時及

びその後も継続して、相場変動

又はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの有

効性の判定は省略しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

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

 同左

③ヘッジ方針

 同左

④ヘッジ有効性評価の方法

 同左

７．その他財務諸表作成のた

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。

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.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」(企業会計基準委員会 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。

 ──────  2.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」

(企業会計基準委員会 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企業基

準等の適用指針」(企業会計基準委員

会 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1,049,840千円であります。

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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表示方法の変更

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）

 ──────  (中間貸借対照表)  ──────

 「構築物」は、前中間会計期間末は、

有形固定資産の「その他」に含めて表

示しておりましたが、当中間会計期間

末において資産の総額の100分の5を超

えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「構築物」

は194,195千円であります。

　追加情報

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）

 ──────  ────── 「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日以降に

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

8,548千円増加し、営業利益、経常利

益が8,548千円減少し、税引前当期純

損失が8,548千円増加しております。 
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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  偶発債務

債務保証

　関係会社の仕入債務及び借入金に対し

て次のとおり債務保証を行っております。

GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL INC.

     237,491千円（　2,131千US$）

1　偶発債務

債務保証

　関係会社の仕入債務及び借入金に対し

て次のとおり債務保証を行っております。

GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL INC.

     336,084千円（2,864千US$）

1　偶発債務

債務保証

関係会社のリース債務及び借入金に対し

て次のとおり債務保証を行っております。

GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL INC.

          336,199千円（ 2,891千US$）

※2　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、未払消費税等として表示してお

ります。

※2　消費税等の取扱い

同左

※2　　　 ─────

（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 ※1 　営業外収益のうち主要なもの ※1 　営業外収益のうち主要なもの

受取利息   25千円

為替差益   88,185千円

受取配当金 　  312千円

受取利息     227千円

為替差益   15,686千円

受取配当金 　 375千円

  受取利息        80千円

  為替差益   151,692千円

  受取配当金 625千円

※2 　営業外費用のうち主要なもの ※2 　営業外費用のうち主要なもの ※2 　営業外費用のうち主要なもの

支払利息  6,595千円

新株発行費償却  2,382千円

支払利息   6,306千円

   

支払利息   12,580千円

新株発行費償却   4,962千円

※3 　　　　　　―――― ※3   特別利益のうち主要なもの ※3 　特別利益のうち主要なもの

    保険解約益  18,255千円 貸倒引当金戻入    920千円

       

※4 　特別損失のうち主要なもの

      固定資産除却損         2,477千円 

※4 　特別損失のうち主要なもの

     投資損失引当金繰入額   843,583千円

※4 　特別損失のうち主要なもの

　　　　固定資産除却損   　 　　 3,008千円

 　　   投資損失引当金繰入額　1,047,684千円

5 　減価償却実施額 5 　減価償却実施額 5 　減価償却実施額

有形固定資産  33,829千円

無形固定資産  7,033千円

有形固定資産  33,333千円

無形固定資産   5,318千円

有形固定資産   72,286千円

無形固定資産  13,332千円

　（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

 　　　該当事項はありません。
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　（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

(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

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

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)

機械装置及び
運搬具

38,445 26,166 12,278

有形固定資産
（その他）

44,685 15,657 29,028

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

3,254 1,814 1,440

合計 86,385 43,638 42,747

 

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)

機械装置及び
運搬具

23,182 9,639 13,542

有形固定資産
（その他）

42,569 20,076 22,492

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

4,557 2,149 2,407

合計 70,308 31,865 38,443

 

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)

機械装置及び
運搬具

34,565 24,987 9,577

有形固定資産
（その他）

38,615 14,017 24,598

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

1,825 626 1,198

合計 75,005 39,632 35,373

(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 14,197千円

１年超   29,910千円

合計     44,107千円

１年内      13,773千円

１年超       25,968千円

合計        39,741千円

１年内      12,278千円

１年超 24,337千円

合計 36,616千円

(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    8,304千円

減価償却費相当額    7,490千円

支払利息相当額 718千円

支払リース料      8,602千円

減価償却費相当額   7,739千円

支払利息相当額 654千円

支払リース料 16,459千円

減価償却費相当額     14,864千円

支払利息相当額      1,374千円

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

　（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    82,408円85銭

１株当たり中間純利益金額     6,986円33銭

１株当たり純資産額     15,115円18銭

１株当たり中間純損失金額    11,335円64銭

１株当たり純資産額   27,424円02銭

１株当たり当期純損失金額  10,431円94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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　当社は、平成16年10月20日付けをもって、

１株を３株に分割しております。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたも

のと仮定した場合の前中間会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。

１株当たり純資産額　　　　　79,415円89銭

１株当たり中間純利益金額　 　6,501円89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、中間純損失が計上され、

また、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17年10月20日付けをもって、

１株を２株に分割しております。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたも

のと仮定した場合の前中間会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。

  １株当たり純資産額　　　　 41,204円42銭

　１株当たり中間純利益金額　　3,493円16銭

  　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、当期純損失が計上され、

    また、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17年10月20日付けをもって、

　１株を２株に分割しております。

    なお、当該株式分割が前期首に行われたも

  のと仮定した場合の前事業年度における１株

  当たり情報については、以下のとおりとなり

  ます。

  １株当たり純資産額　　　　 38,140円51銭

　１株当たり当期純利益金額　　1,612円77銭

　（注）　１株当たり中間純利益金額又は中間(当期)純損失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)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)

(千円)
242,621 △787,327 　　　△724,561   

普通株主に帰属しない金額（千円） － －  　　　－

普通株式に係る中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)（千円）
242,621 △787,327 　△724,561

期中平均株式数（株） 34,728 69,456 　　69,456　　  
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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）

株式分割について

　平成17年７月25日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。　

            ―――――  　　　　　　―――――

 1.平成17年10月20日をもって普通株

　 式１株につき２株に分割します。

　(1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　34,728株

　(2)分割方法

　　 平成17年８月31日最終の株主名

　   簿及び実質株主名簿に記載また

     は記録された株主の所有株式数

     を１株につき２株の割合をもっ

　　 て分割します。

 2.配当起算日

　 平成17年９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中間会計期間

　及び前事業年度における１株当た

　り情報並びに当期首に行われたと

　仮定した場合の当中間会計期間に

　おける１株当たり情報はそれぞれ

　下記のとおりとなります。　

前中間会計

期間  

当中間会計

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

 1株当たり

純資産額

39,707円94銭 41,204円42銭 38,140円51銭

 1株当たり

中間純利益

金額

 1株当たり

中間純利益

金額

 1株当たり

当期純利益

金額

3,250円94銭  3,493円16銭 1,612円77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。

  

 ―――――  退職給付引当金

  当社は、平成18年9月1日付で「退職

　金規程」を改定し、退職給付債務が　

　16,399千円減少し同額の特別利益が

　計上される見込みとなっております。

 ―――――
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