
１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 57円32銭 

３．配当状況 

  

  

※ 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9ページを参照してください。 

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年10月24日

会社名 プラマテルズ株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 2714 本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.plamatels.co.jp) 

代表者 役職名  代表取締役社長 

  氏名  菅原 正弘 

問い合わせ先 責任者役職名  経営・情報企画部 

  氏名  真野 明夫   ＴＥＬ  （03）5764－0530 

決算取締役会開催日 平成18年10月23日 配当支払開始日 平成18年12月11日 

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）     

(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9月中間期 22,382 (2.8) 482 (20.9) 435 (14.3)

17年9月中間期 21,772 (5.6) 399  (37.6) 381 (31.8)

18年3月期 45,517 (7.1) 904 (36.2) 875 (37.8)

 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9月中間期 250 (10.4) 29 30

17年9月中間期 226 (17.7) 26 53

18年3月期 510 (43.8) 59 69

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 8,549,200株 17年9月中間期 8,550,000株   18年3月期 8,549,991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9月中間期 22,192 4,311 19.4 504 34

17年9月中間期 18,655 3,903 20.9 456 52

18年3月期 20,322 4,172 20.5 488 06

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期  8,549,200株 17年9月中間期 8,550,000株 18年3月期 8,549,200株

②期末自己株式数 18年9月中間期 800株 17年9月中間期 ―株 18年3月期 800株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

通 期 44,000   865   490   

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 7.5 7.5 15.0 

19年3月期（実績） 7.5 ─
15.0 

19年3月期（予想） ─  7.5
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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９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31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   1,321,405 2,978,921 2,233,675 

２．受取手形 ※６  3,698,978 4,308,158 4,151,215 

３．売掛金   10,065,901 11,519,451 10,375,266 

４．たな卸資産   206,205 373,595 236,109 

５．繰延税金資産   48,677 53,730 60,608 

６．その他 ※２ 108,946 153,483 102,217 

貸倒引当金   △20,500 △21,300 △22,800 

流動資産合計     15,429,614 82.7 19,366,040 87.3   17,136,292 84.3

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物   447,939 342,205 352,392 

(2）機械装置   7,013 5,562 6,190 

(3）工具器具備品   8,769 5,969 6,756 

(4）土地   593,029 498,029 498,029 

(5）その他   4,749 3,231 3,542 

有形固定資産合計     1,061,501 5.7 854,998 3.8   866,911 4.3

２．無形固定資産       

(1）のれん    133,000 79,800 106,400 

(2）その他   7,657 6,757 7,018 

無形固定資産合計     140,657 0.8 86,557 0.4   113,418 0.5

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※３ 1,103,834 1,058,283 1,152,834 

(2) 関係会社貸付金   210,000 － 180,000 

(3）差入保証金   137,184 75,531 119,061 

(4）繰延税金資産   ― ― 

(5）その他   632,556 770,169 777,275 

貸倒引当金   △60,185 △18,835 △23,676 

投資その他の資産
合計 

    2,023,389 10.8 1,885,148 8.5   2,205,493 10.9

固定資産合計     3,225,548 17.3 2,826,704 12.7   3,185,824 15.7

資産合計     18,655,162 100.0 22,192,745 100.0   20,322,116 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31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．支払手形  ※６ 1,672,585 2,093,045 1,776,111 

２．買掛金 ※３ 8,692,982 11,585,104 9,552,700 

３．短期借入金   3,250,000 2,850,000 3,250,000 

４．一年以内返済予定
の長期借入金 

  100,000 100,000 100,000 

５．一年以内返済予定
の社債 

  ― 100,000 100,000 

６．未払法人税等   171,452 165,658 275,743 

７．賞与引当金   70,160 80,184 76,300 

８．その他   92,204 112,420 101,602 

流動負債合計     14,049,384 75.3 17,086,413 77.0   15,232,457 75.0

Ⅱ 固定負債       

  １. 社債   － 150,000 200,000 

  ２．長期借入金   450,000 350,000 400,000 

３．退職給付引当金   133,100 131,437 143,602 

４．役員退職慰労引当
金 

  5,775 6,594 6,238 

５．繰延税金負債   46,866 64,058 82,343 

６．その他   66,824 92,507 84,943 

固定負債合計     702,566 3.8 794,597 3.6   917,128 4.5

負債合計     14,751,951 79.1 17,881,010 80.6   16,149,586 79.5

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     793,050 4.2 ―   793,050 3.9

Ⅱ 資本剰余金       

   資本準備金   721,842 ― 721,842 

  資本剰余金合計     721,842 3.9 ― ―   721,842 3.5

Ⅲ 利益剰余金       

  １．利益準備金   71,880 ― 71,880 

  ２．任意積立金   1,770,000 ― 1,770,000 

  ３．中間（当期）未処
分利益 

  287,285 ― 506,663 

   利益剰余金合計     2,129,165 11.4 ― ―   2,348,543 11.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    259,153 1.4 ― ―   309,704 1.5

Ⅴ 自己株式      ― － ― ―   △610 △0.0

資本合計     3,903,211 20.9 ― ―   4,172,530 20.5

負債資本合計     18,655,162 100.0 ― ―   20,322,116 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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    － －  793,050 3.6  － － 

２ 資本剰余金            

 資本準備金   －   721,842   －   

資本剰余金合
計 

   － －  721,842 3.2  － － 

３ 利益剰余金            

(1)利益準備金   －   71,880   －   

(2)その他利益
剰余金  

              

 別途積立金   －   2,150,000   －   

 繰越利益剰余
金 

  －   313,017   －   

利益剰余金合
計 

   － －  2,534,897 11.4  － － 

４ 自己株式    － －  △610 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  4,049,179 18.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                 

 その他有価証券
評価差額金 

   － －  262,554 1.2  － － 

評価・換算差額
等合計 

   － －  262,554 1.2  － － 

純資産合計    － －  4,311,734 19.4  － － 

負債純資産合計    － －  22,192,745 100.0  － － 
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(2）中間損益計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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     21,772,427 100.0 22,382,437 100.0   45,517,157 100.0 

Ⅱ 売上原価     20,705,587 95.1 21,220,718 94.8   43,270,794 95.1

売上総利益     1,066,840 4.9 1,161,719 5.2   2,246,363 4.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   667,740 3.1 679,054 3.0   1,342,137 2.9

営業利益     399,100 1.8 482,665 2.2   904,225 2.0

Ⅳ 営業外収益       

受取利息   3,206 1,177 5,696 

受取配当金   11,067 10,136 34,731 

受取賃貸料   1,298 336 1,806 

仕入割引   1,970 1,526 3,898 

為替差益   7,054 － 20,290 

その他   2,669 27,268 0.1 887 14,065 0.1 3,427 69,850 0.2

Ⅴ 営業外費用       

支払利息   29,385 29,630 59,806 

手形売却損   12,357 8,690 23,115 

手形流動化手数料   － 9,127 － 

為替差損   － 5,519 － 

その他   3,437 45,180 0.2 8,120 61,088 0.3 16,129 99,051 0.2

経常利益     381,187 1.7 435,642 2.0   875,025 1.9

Ⅵ 特別利益       

貸倒引当金戻入益   1,000 2,253 1,961 

固定資産売却益 ※２ 58 － 143 

投資有価証券売却益   20,298 53 80,516 

ゴルフ会員権売却益    ― 1,292 ― 

その他 
  

  778 22,136 0.1 － 3,599 0.0 778 83,400 0.2

Ⅶ 特別損失       

貸倒引当金繰入額   3,273 － 3,273 

投資有価証券評価損    ― － 4,279 

ゴルフ会員権評価損   ― 5,299 230 

ゴルフ会員権売却損   160 594 217 

リゾートクラブ会員
権評価損 

  1,100 － ― 

固定資産除却損 ※４ 146 － 269 

固定資産売却損 ※３ 5,169 － 67,434 

その他   ― 9,849 0.0 － 5,894 0.1 1,850 77,554 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

    393,473 1.8 433,347 1.9   880,871 1.9

法人税、住民税及
び事業税 

  168,200 161,934 383,230 

法人税等調整額   △1,590 166,610 0.8 20,940 182,874 0.8 △12,725 370,505 0.8

中間（当期）純利
益 

    226,863 1.0 250,472 1.1   510,366 1.1

前期繰越利益     60,422 －   60,422

中間配当額     ― －   64,125

中間（当期）未処
分利益 

    287,285 －   506,663
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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４月１日 至平成18年９月30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 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３月31日 残高 

（千円） 
793,050 721,842 71,880 1,770,000 506,663 2,348,543 △610 3,862,825 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（千円）         △64,119 △64,119   △64,119 

中間純利益（千円）         250,472 250,472   250,472 

別途積立金の積み立て 

(千円） 
      380,000 △380,000 －   － 

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） 
      380,000 △193,646 186,353   186,353 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
793,050 721,842 71,880 2,150,000 313,017 2,534,897 △610 4,049,179 

 

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３月31日 残高 

（千円） 
309,704 309,704 4,172,530 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）     △64,119 

中間純利益（千円）     250,472 

別途積立金の積み立て 

（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） 

（百万円） 

△47,149 △47,149 △47,149 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△47,149 △47,149 139,204 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
262,554 262,544 4,311,734 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

 償却原価法(定額法）を採用し

ております。 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

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）を採

用しております。 

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 

 決算期末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）を採

用しております。 

  ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

・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 

 時価法を採用しております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

 先入先出法に基づく原価法を採

用しております。 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

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(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

備を除く）については定額法)を

採用しております。 

 なお、取得価額が10万円以上20

万円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却をしており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りです。 

建物及び構築物   6年～45年 

機械装置及び運搬具 2年～10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、自社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）に基づいておりま

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 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失

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 

 期末債権の貸倒に備えて、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、回収不能見込み額を計上して

おります。 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期間

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 

 従業員の賞与金の支出に備え

て、賞与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、当中間会計期間末における

退職給付債務に基づき、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。 

(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、当事業年度末における退職給

付債務に基づき、当事業年度末に

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。 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規程に基づく

中間会計期間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出に備え

て、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。 

４．外貨建の資産及び負債の

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,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 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替予約については

振当処理の要件を満たしている場

合には振当処理を、金利スワップ

については特例処理の要件を満た

している場合には特例処理を採用

しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ま す。また、為替予約について

は振当処理の要件を満たしている

場合には振当処理を採用しており

ます。  

  

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替予約については

振当処理の要件を満たしている場

合には振当処理を、金利スワップ

については特例処理の要件を満た

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、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針 

 社内規程に従い、金利変動リス

ク為替変動リスクをヘッジしてお

ります。  

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針 

 社内規程に従い、為替変動リス

クをヘッジしております。  

  

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針 

 社内規程に従い、金利変動リス

ク為替変動リスクをヘッジしてお

ります。   

  ａ．ヘッジ手段 為替予約 

ヘッジ対象 外貨建債権 

外貨建債務 

  ヘッジ手段 為替予約  

  ヘッジ対象 外貨建債権  

        外貨建債務 

  

ａ．ヘッジ手段 為替予約  

  ヘッジ対象 外貨建債権  

  外貨建債務 

  

  ｂ．ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

  

  

ｂ．ヘッジ手段 金利スワップ  

ヘッジ対象 借入金 

  (3）ヘッジ有効性の判定方法 

 金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の判

断を省略しております。 

 また、為替予約締結時に、社内

規程に従い外貨建による同一金額

で同一期日の為替予約を振当てて

いるため、その後の為替相場の変

動による相関関係は完全に確保さ

れており、その判定をもって有効

性の判定に代えております。 

(3）ヘッジ有効性の判定方法 

 為替予約締結時に、社内規程に

従い外貨建による同一金額で同一

期日の為替予約を振当てているた

め、その後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性の判

定に代えております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(3）ヘッジ有効性の判定方法 

 金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の判

断を省略しております。 

 また、為替予約締結時に、社内規

程に従い外貨建による同一金額で

同一期日の為替予約を振当ててい

るため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保され

ており、その判定をもって有効性

の判定に代えております。 

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 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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。  

  

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。  

────── (海外向け売上高の処理方法）  

 従来、海外向け売上取引のうち、契約

に従い一定の役務に対する対価を受領す

る売上取引については「売上高」と「売

上原価」にそれぞれ計上しておりました

が、当中間会計期間より「売上高」と

「売上原価」を相殺処理する方法に変更

いたしました。 

 この変更は近年において海外向け取引

における環境及び収益構造の体系が多様

化してきており、販売形態ごとの損益の

認識及び表示について全社的な社内規程

の整備及び見直しを行った結果、契約に

従い一定の役務に対する対価を受領する

売上取引について「売上高」と「売上原

価」を相殺処理する方法が取引をより的

確に表示することができるものと判断い

たしました。 

 この変更により、従来と同一の方法に

よった場合に比べて、売上高および売上

原価が1,177,451千円減少しておりま

す。なお売上総利益以下の項目への影響

はありません。   

────── 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── （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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は4,311,734千円であります。 

 なお、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、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。  

 ────── 

- 45 -



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────   前中間会計期間において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当中間会計期間から「のれん」と表示し

ております。 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額            

 354,605千円 

※１．有形固定資産の減価償却 

 累計額               

 355,675千円 

※１．有形固定資産の減価償却 

 累計額                

  343,362千円 

※２．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、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※２．消費税等の取扱い 

     同左 

※２． ――――――  

  

※３．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の 

通りです。 

※３．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の 

通りです。 

※３．担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次の 

通りです。 

投資有価証券       23,560千円 投資有価証券        28,728千円    投資有価証券      31,882千円

 担保付債務は次の通りです。  担保付債務は次の通りです。     担保付債務は次の通りです。 

買掛金       6,337千円 買掛金          11,422千円    買掛金          10,706千円

 ４．偶発債務 

債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関又はプラネット（株）から

の借入に対し債務保証を行って

おります。 

 ４．偶発債務 

債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関又はプラネット（株）から

の借入に対し債務保証を行って

おります。 

 ４．偶発債務 

債務保証 

 次の関係会社について、金融

機関又はプラネット(株）からの

借入に対し債務保証を行ってお

ります。 

① 保証先  ㈱富士松 

金 額  400,000千円 

内 容  借入債務 

① 保証先  ㈱富士松 

金 額   400,000千円 

内 容  借入債務 

① 保証先  ㈱富士松 

金 額   400,000千円 

内 容  借入債務 

② 保証先  双日工程塑料 

       (大連）有限公司 

金 額  20,000千円 

内 容  借入債務 

② 保証先  双日工程塑料 

       (大連）有限公司 

金 額  20,000千円 

内 容  借入債務 

② 保証先  双日工程塑料  

          （大連）有限公司 

金 額  20,106千円 

内 容  借入債務 

  ５．受取手形割引高 

1,698,546千円 

  ５．受取手形割引高 

         1,856,891千円 

 ５．受取手形割引高 

         1,564,834千円 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※６．   ─────── ※６．中間会計期間末日満期手形 

   中間会計期間末日満期手形の

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

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間会計期間末日満

期手形が中間会計期間末残高に

含まれております。 

受取手形 463,258千円 

支払手形 407,504千円 

※６．   ─────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

有形固定資産 15,320千円

無形固定資産 27,606千円

有形固定資産   12,312千円

無形固定資産  26,861千円

有形固定資産   31,016千円

無形固定資産   54,845千円

※２．固定資産売却益 ※２．     ────── ※２．固定資産売却益 

車両運搬具  58千円  車両運搬具      143千円

 ※３．固定資産売却損  ※３．     ────── ※３．固定資産売却損 

土地 4,990千円

工具器具備品 179千円

 合計 5,169千円

 土地    4,990千円

建物   62,177千円

車両運搬具   87千円

工具器具備品   179千円

合計   67,434千円

 ※４．固定資産除却損   ※４．     ────── ※４．固定資産除却損 

工具器具備品 146千円  機械装置      30千円

工具器具備品      239千円

合計      269千円
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① リース取引 

② 有価証券 

 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間会計期間（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）のいずれにおいても子

会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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 30,648 29,115 1,532 

工具器具備
品 

43,920 28,293 15,627 

その他 92,460 74,555 17,904 

合計 167,028 131,964 35,064 

  

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 

29,130 20,561 8,568

その他 47,238 17,006 30,231

合計 76,368 37,568 38,799

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 30,648 30,648 －

工具器具備
品 

43,920 32,438 111,481

その他 110,922 83,471 27,450

合計 185,490 146,557 38,932

(注）取得価額相当額は、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 (注）取得価額相当額は、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。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

     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等 

     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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 18,912千円

１年超 16,151千円

合計 35,064千円

１年内 14,598千円

１年超 24,200千円

合計 38,799千円

1年内             13,382千円

1年超     25,550千円

合計     38,932千円

(注）未経過リース料中間期末残高相当額

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 (注)未経過リース料期末残高相当額は、

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。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の 

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 16,543千円

減価償却費相当額  16,543千円

支払リース料 7,518千円

減価償却費相当額   7,518千円

支払リース料    31,137千円

減価償却費相当額    31,137千円

(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 

 (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。  

 (減損損失について） 

同左  

 （減損損失について） 

同左  
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

        該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 456円52銭

１株当たり中間純利益 26円53銭

１株当たり純資産額 504円34銭

１株当たり中間純利益   29円30銭

１株当たり純資産額   488円06銭

１株当たり当期純利益    59円69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。 

      同左 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。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 226,863 250,472 510,366 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円) 
226,863 250,472 510,366 

期中平均株式数（株） 8,550,000 8,549,200 8,549,991 
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