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１． 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) 

(1) 経営成績                                                            （百万円未満切捨） 

 売 上 高    （             ） 営業利益（             ） 経常利益（             ） 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円   ％ 
１２，７１０  (  81.3) 

７，０１１  (△18.4) 

百万円   ％ 
１，７８５ ( 269.1) 

４８３ (△32.9) 

百万円   ％ 
１，７４８  (  304.1) 

４３２  (△38.4) 

18 年３月期 １４，８６４    １，２１５           １，１１７           

 
 

中間(当期)純利益（             ） 
１株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円   ％ 
９００ ( 270.8) 
２４２ (△59.7) 

円  銭 
115    22 
31   37 

円  銭 
112    41 
31    30 

18 年３月期   ４７９  61    95  61    45 
 (注)1  期中平均株式数   18 年９月中間期 7,811,739 株   17 年９月中間期 7,738,647 株   18 年３月期 7,746,442 株 
 (注)2  会計処理の方法の変更   有 

(2)財政状態                                                              （百万円未満切捨） 
 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１ 株 当 た り 
純  資  産 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円 
１９，２１３ 
１４，９２４ 

百万円 
７，８７５ 
６，７１７ 

％ 
41.0 

   45.0 

円   銭 
   1,001      01 
      867      76 

18 年３月期 １８，４７８ ６，９８０     37.8       898      83 

 (注)①期末発行済株式数  18 年９月中間期  7,867,590 株  17 年９月中間期  7,741,130 株  18 年３月期 7,766,110 株 
     ②期末自己株式数    18 年９月中間期     69,710 株  17 年９月中間期    133,170 株  18 年３月期    120,190 株 

２．18年 12 月期の業績予想(平成 18年４月１日～平成 18年 12 月 31 日) 

 
売 上 高     経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 

１７，０００ 

百万円 

２，１３０ 

百万円 

１，１３０ 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 144 円 34 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３月期  ０．００ １５．００ １５．００  

18 年 12 月期(実績) １０．００ －   

18 年 12 月期(予想) － １０．００ ２０．００  

（注）18年 12 月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 ５円 00銭 創立 35周年記念配当 ５円 00銭 

※上記の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、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場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の添付資料８ぺー

ジをご参照下さい。 

対前年中間期 
増   減   率 

対前年中間期 
増   減   率 

対前年中間期 
増   減   率 

対前年中間期 
増   減   率 
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２ 【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   1,122,334   406,403   740,448  

２ 受取手形 ※３  332,130   1,431,438   1,307,266  

３ 売掛金   4,341,362   8,265,686   5,300,341  

４ たな卸資産   2,067,212   2,749,750   4,227,569  

５ 繰延税金資産   610,802   142,213   501,451  

６ その他   773,330   599,861   702,155  

貸倒引当金   △4,000   △2,300   △4,700  

流動資産合計   9,243,173 61.9  13,593,054 70.7  12,774,533 69.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物 ※１ 1,927,509   1,893,410   1,928,372   

(2) 機械及び装置 ※１ 735,209   837,815   753,993   

(3) 土地  1,250,588   1,250,588   1,250,588   

(4) その他 ※１ 136,292 4,049,600 27.1 160,212 4,142,027 21.6 140,411 4,073,365 22.0 

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア  178,476   169,730   191,366   

(2) その他  44,612 223,088 1.5 44,477 214,208 1.1 44,484 235,851 1.3 

３ 投資その他の資産           

(1) 関係会社株式  474,362   468,055   468,055   

(2) 関係会社出資金  100,000   150,000   150,000   

(3) 繰延税金資産  795,952   607,484   735,994   

(4) その他  44,814   45,601   47,020   

貸倒引当金  △6,360 1,408,770 9.5 △6,525 1,264,616 6.6 △6,525 1,394,544 7.6 

固定資産合計   5,681,459 38.1  5,620,851 29.3  5,703,761 30.9 

資産合計   14,924,633 100.0  19,213,906 100.0  18,478,295 100.0 
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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 ※３  451,260   667,437   513,399  

２ 買掛金   3,401,761   6,008,917   6,205,794  

３ 短期借入金   2,300,000   2,260,000   2,300,000  

４ 未払法人税等   20,403   151,940   19,563  

５ その他 ※４  519,428   656,332   1,011,853  

流動負債合計   6,692,853 44.8  9,744,628 50.7  10,050,610 54.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   1,471,915   1,547,403   1,401,548  

２ 役員退職慰労引当金   41,980   46,330   45,710  

３ その他   450   ―   ―  

固定負債合計   1,514,345 10.2  1,593,733 8.3  1,447,258 7.8 

負債合計   8,207,198 55.0  11,338,361 59.0  11,497,868 62.2 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,580,171 17.3  ― ―  2,584,803 14.0 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  3,782,211   ―   3,786,843   

２ その他資本剰余金  3,654   ―   7,047   

資本剰余金合計   3,785,865 25.4  ― ―  3,793,890 20.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  28,200   ―   28,200   

２ 任意積立金  45,954   ―   45,954   

３ 中間(当期) 
未処分利益 

 398,082   ―   635,240   

利益剰余金合計   472,236 3.1  ― ―  709,394 3.9 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,424 0.0  ― ―  2,697 0.0 

Ⅴ 自己株式   △122,264 △0.8  ― ―  △110,358 △0.6 

資本合計   6,717,434 45.0  ― ―  6,980,427 37.8 

負債資本合計   14,924,633 100.0  ― ―  18,478,295 100.0 
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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   ― ―  2,610,981 13.6  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   3,813,021   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   20,227   ―   

資本剰余金合計   ― ―  3,833,249 19.9  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   28,200   ―   

(2) その他利益剰余金           

特別償却準備金  ―   69,539   ―   

繰越利益剰余金  ―   1,395,270   ―   

利益剰余金合計   ― ―  1,493,009 7.8  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △63,999 △0.3  ― ― 

株主資本合計   ― ―  7,873,241 41.0  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  2,303 0.0  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  2,303 0.0  ― ― 

純資産合計   ― ―  7,875,544 41.0  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  19,213,906 100.0  ― ― 
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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 
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   7,011,033 100.0  12,710,859 100.0  14,864,390 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※  5,544,946 79.1  9,977,179 78.5  11,677,651 78.6 

売上総利益   1,466,087 20.9  2,733,679 21.5  3,186,738 21.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  982,227 14.0  947,712 7.4  1,971,402 13.2 

営業利益   483,859 6.9  1,785,967 14.1  1,215,336 8.2 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  1,101   948   2,171   

２ 受取配当金  8,646   9,091   11,322   

３ 建物賃貸料  27,328   27,328   54,657   

４ 雑収入  5,479 42,556 0.6 3,980 41,350 0.3 16,602 84,754 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  7,487   6,113   13,053   

２ 退職給付会計基準 
  変更時差異 

 67,650   58,019   135,301   

３ 雑支出 ※ 18,606 93,745 1.3 14,973 79,106 0.6 34,662 183,018 1.2 

経常利益   432,671 6.2  1,748,210 13.8  1,117,073 7.5 

Ⅵ 特別利益           

  貸倒引当金戻入益  25,800 25,800 0.3 2,400 2,400 0.0 24,935 24,935 0.2 

Ⅶ 特別損失           

１ たな卸資産廃棄損  45,231   126,975   105,799   

２ たな卸資産評価損  ―   20,600   32,355   

３ 固定資産廃棄損  3,402   80,178   19,597   

４ 企業年金基金脱退損  ― 48,634 0.7 ― 227,753 1.8 165,048 322,800 2.2 

税引前中間(当期) 
純利益 

  409,836 5.8  1,522,856 12.0  819,207 5.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,400   140,200   7,200   

法人税等調整額  163,706 167,106 2.3 482,549 622,749 4.9 332,120 339,320 2.3 

中間(当期) 
純利益 

  242,729 3.5  900,107 7.1  479,887 3.2 

前期繰越利益   155,352   ―   155,352  

中間(当期) 
未処分利益 

  398,082   ―   635,240  
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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 

平成18年３月31日残高(千円) 2,584,803 3,786,843 7,047 3,793,890 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 26,178 26,178  26,178 

 剰余金の配当     

 特別償却準備金の積立     

 特別償却準備金の取崩     

 中間純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   13,180 13,180 

 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) 

26,178 26,178 13,180 39,358 

平成18年９月30日残高(千円) 2,610,981 3,813,021 20,227 3,833,249 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 28,200 45,954 635,240 709,394 △110,358 6,977,729 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行      52,356 

 剰余金の配当   △116,491 △116,491  △116,491 

 特別償却準備金の積立  33,661 △33,661 －  － 

 特別償却準備金の取崩  △10,076 10,076 －  － 

 中間純利益   900,107 900,107  900,107 

 自己株式の取得     △50 △50 

 自己株式の処分     46,409 59,590 

 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) 

－ 23,585 760,030 783,615 46,359 895,511 

平成18年９月30日残高(千円) 28,200 69,539 1,395,270 1,493,009 △63,999 7,873,241 
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評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,697 2,697 6,980,427 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行   52,356 

 剰余金の配当   △116,491 

 特別償却準備金の積立   － 

 特別償却準備金の取崩   － 

 中間純利益   900,107 

 自己株式の取得   △50 

 自己株式の処分   59,590 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△394 △394 △394 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△394 △394 895,117 

平成18年９月30日残高(千円) 2,303 2,303 7,875,544 
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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 

  子会社株式及び関連会

社株式 

  …移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

  …同左 

(1) 有価証券 

  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

平均法により算定し

ております。) 

  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

しております。) 

  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

法により算定してお

ります。) 

 (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 

原材料…総平均法によ

る原価法 

仕掛品…個別原価法 

貯蔵品…最終仕入原価

法 

(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(但し平成10年

４月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備

は除く。)について

は、定額法） 

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 

機械及び装置 

     ８年～17年 

工具器具及び備品 

     ５年～20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 

なお、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 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。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

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) 

４ 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) 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。 

  なお、会計基準変更時

差異については、平成

12年度より15年による

按分額を費用処理して

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

による按分額を費用処

理することとしており

ます。 

  数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間による按分額を翌

事業年度より費用処理

することとしておりま

す。 

(2) 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。 

  なお、会計基準変更時

差異については、平成

12年度より15年による

按分額を費用処理して

おります。 

  数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間による按分額を翌

事業年度より費用処理

することとしておりま

す。 

(2) 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

務の見込額に基づき計

上しております。 

  なお、会計基準変更時

差異については、平成

12年度より15年による

按分額を費用処理して

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

による按分額を費用処

理することとしており

ます。 

  数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間による按分額を翌

事業年度より費用処理

することとしておりま

す。 

 (3) 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

基づく当中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 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。 
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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) 

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。なお、

為替予約について振当

処理の要件を充たして

いる場合に振当処理を

行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

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 

  ヘッジ手段： 

   先物為替予約取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

   ヘッジ対象： 

   外貨による輸出入取

引から発生する債権

債務 

  

 (3) ヘッジ方針 

  為替変動によるリスク

を軽減する目的で行っ

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (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。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

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 

(1) 消費税等の会計処理

は、税抜方式を採用し

ております。 

(1)    同左 (1)    同左 
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会計処理の変更 

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) 

――― （役員賞与に関する会計基準） 

 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。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

――― 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 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）並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 最終改正平成18年８

月11日 企業会計基準第１号）及

び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２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、7,875,544千

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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追加情報 

 

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) 

――― (退職給付会計) 

 前事業年度において退職金制度

を変更し、平成18年４月１日より

確定拠出型年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」(企業会計基準適用指

針第１号)を適用しております。 

(退職給付会計) 

 当事業年度において退職金制度を

変更し、平成18年４月１日より確定

拠出型年金制度へ移行し、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１号)

を適用しております。 

 この制度変更に伴う影響額は、

「企業年金基金脱退損」として

165,048千円を特別損失に計上して

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 

4,030,129千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,080,191千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,110,050千円 

 ２ 偶発債務 

   社員住宅ローンに対する連帯

保証 

192,123千円 

 ２ 偶発債務 

   社員住宅ローンに対する連帯

保証 

172,405千円 

 ２ 偶発債務 

   社員住宅ローンに対する連帯

保証 

182,381千円 

――― ※３  中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、満期

日に決済が行なわれたものと

して処理しております。 

    なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が、中間会

計期間末残高から除かれてお

ります。 

    受取手形 26,517千円 

    支払手形 47,086千円 

――― 

※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、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 

――― 

 

(中間損益計算書関係) 

 

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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 減価償却実施額 

有形固定資産 130,764千円

無形固定資産 28,025千円
 

※ 減価償却実施額 

有形固定資産 149,973千円

無形固定資産 32,435千円
 

※ 減価償却実施額 

有形固定資産 271,437千円

無形固定資産 58,824千円
 

 

(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 120,190 20 50,500 69,710 
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       20株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの権利行使による減少 50,500株 
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(リース取引関係) 

 

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及び中間

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 18,300 17,080 1,220 

工具器具 
備品 

27,631 6,773 20,858 

合計 45,931 23,853 22,078 

     

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 

 
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 

27,631 13,291 14,340 

合計 27,631 13,291 14,340 

     

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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具 
備品 

27,631 10,032 17,599 

合計 27,631 10,032 17,599 

     

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 6,467千円

１年超 14,480千円

合計 20,947千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 5,995千円

１年超 8,484千円

合計 14,480千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 6,510千円

１年超 11,214千円

合計 17,724千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 2,235千円

減価償却費 
相当額 

2,180千円

支払利息相当額 67千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,350千円

減価償却費 
相当額 

3,258千円

支払利息相当額 105千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,824千円

減価償却費 
相当額 

8,489千円

支払利息相当額 229千円
 

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 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 
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