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平成 19年 3月期  個別中間財務諸表の概要              平成18年10月26日 

上 場 会 社 名         安川情報システム株式会社              上 場 取引所 東 
コ ー ド 番 号         2354                                  本社所在都道府県 福岡県 
（ＵＲＬ  http://www.ysknet.co.jp） 
代  表  者 役職名 取締役社長        氏名 石松 健男 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理統括    氏名 山崎 伸行   ＴＥＬ (093) 622-6111 
決算取締役会開催日 平成18年10月26日            配当支払開始日 平成18年11月27日 
単元株制度採用の有無  有(１単元100株) 
 
 
１． 18年9月中間期の業績(平成18年3月21日～平成18年9月20日) 
(1) 経営成績                  (注)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 9,153 14.2 390 172.8 396 189.0
17年9月中間期 8,018 △7.7 143 △71.3 137 △72.2

18年3月期 17,013 455 439 
 
 

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 147 283.4 8.17 
17年9月中間期 38 △84.0 2.13 

18年3月期 153  8.17 
 (注)①期中平均株式数  18年9月中間期 17,999,904株 17年9月中間期 17,999,904株 18年3月期 17,999,904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 

 
(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9月中間期 10,385 3,618 34.8 201.01
17年9月中間期 9,763 3,610 37.0 200.60

18年3月期 10,177 3,667 36.0 203.38
 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 17,999,904株 17年9月中間期 17,999,904株 18年3月期 17,999,904株  
     ②期末自己株式数  18年9月中間期     96株 17年9月中間期     96株 18年3月期     96株 
     ③平成17年9月中間期及び平成18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主

資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しておりま
す。 

 
２．19年3月期の業績予想(平成18年3月21日～平成19年3月20日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 20,300 1,000 500

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 27円78銭 

 
３．配当状況 

・配当状況 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 7.00 7.00 14.00

19年3月期(実績) 7.00 ― 

19年3月期(予想) ― 7.00 
14.00

 
※ 上記の予想は、本資料の発表日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値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想値に関する事項は、添付資料９ページをご参照ください。 
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中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

 
当中間会計期間末 

(平成18年９月20日) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月20日) 
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 221,199 179,946 41,253 214,393

２ 受取手形 109,881 75,856 34,024 120,687

３ 売掛金 4,673,238 4,001,258 671,980 4,118,325

４ たな卸資産 3,120,244 3,245,576 △125,331 3,326,397

５ 繰延税金資産 256,060 203,616 52,444 216,821

６ その他 140,276 143,519 △3,242 208,454

  貸倒引当金 △975 △833 △142 △874

流動資産合計 8,519,925 82.0 7,848,940 80.4 670,985 8,204,205 80.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 390,750 426,043 △35,293 406,532

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 21,873 26,629 △4,755 24,839

有形固定資産合計 805,700 845,749 △40,049 824,449

２ 無形固定資産 41,342 18,638 22,704 23,491

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 233,615 230,076 3,538 340,567

(2) 繰延税金資産 514,775 525,776 △11,001 499,143

(3) その他 273,112 296,917 △23,804 288,245

  貸倒引当金 △2,615 △2,619 4 △2,617

投資その他の資産 
合計 

1,018,887 1,050,150 △31,263 1,125,338

固定資産合計 1,865,930 18.0 1,914,538 19.6 △48,608 1,973,279 19.4

資産合計 10,385,856 100.0 9,763,478 100.0 622,377 10,177,485 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 1,330,405 901,832 428,573 1,336,254

２ 短期借入金 1,830,000 1,488,000 342,000 1,770,000

３ 未払金 905,963 1,083,799 △177,835 842,614

４ 未払費用 936,659 815,140 121,519 847,940

５ 未払法人税等 137,241 48,783 88,458 16,548

６ 役員賞与引当金 5,000 ― 5,000 ―

７ 損害補償損失引当金 10,000 ― 10,000 10,000

８ その他 138,841 79,326 59,514 116,091

流動負債合計 5,294,110 51.0 4,416,880 45.2 877,230 4,939,449 48.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 300,000 △200,000 100,000

２ 退職給付引当金 1,321,022 1,393,707 △72,685 1,423,990

３ 役員退職慰労引当金 51,900 40,800 11,100 45,200

４ その他 644 1,289 △644 1,289

固定負債合計 1,473,567 14.2 1,735,797 17.8 △262,229 1,570,480 15.5

負債合計 6,767,678 65.2 6,152,677 63.0 615,000 6,509,929 64.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
当中間会計期間末 

(平成18年９月20日) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月20日) 
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月20日) 

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ― ― 664,000 6.8 △664,000 664,000 6.5

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金 ― 318,000 △318,000 318,000

資本剰余金合計 ― ― 318,000 3.3 △318,000 318,000 3.1

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金 ― 70,790 △70,790 70,790

２ 任意積立金 ― 2,225,055 △2,225,055 2,225,055

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

― 289,438 △289,438 278,874

利益剰余金合計 ― ― 2,585,284 26.5 △2,585,284 2,574,719 25.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

― ― 43,563 0.4 △43,563 110,883 1.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △46 △0.0 46 △46 △0.0

資本合計 ― ― 3,610,800 37.0 △3,610,800 3,667,556 36.0

負債及び資本合計 ― ― 9,763,478 100.0 △9,763,478 10,177,485 100.0

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 ― 664,000 ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 318,000 ― 318,000 ―

資本剰余金合計 318,000 ― 318,000 ―

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 70,790 ― 70,790 ―

(2) その他利益剰余金   

別途積立金 2,225,055 ― 2,225,055 ―

繰越利益剰余金 293,238 ― 293,238 ―

利益剰余金合計 2,589,084 ― 2,589,084 ―

４ 自己株式 △46 ― △46 ―

株主資本合計 3,571,037 34.4 ― ― 3,571,037 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

47,140 ― 47,140 ―

評価・換算差額等 
合計 

47,140 0.4 ― ― 47,140 ― ―

純資産合計 3,618,177 34.8 ― ― 3,618,177 ― ―

負債純資産合計 10,385,856 100.0 ― ― 10,385,856 ― ―

   
 



32 

 

(2) 中間損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日)

対前年同期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 9,153,655 100.0 8,018,043 100.0 1,135,612 14.2 17,013,497 100.0

Ⅱ 売上原価 7,336,107 80.1 6,473,417 80.7 862,690 13.3 13,773,510 81.0

売上総利益 1,817,548 19.9 1,544,626 19.3 272,921 17.7 3,239,986 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,426,767 15.6 1,401,367 17.5 25,400 1.8 2,784,442 16.3

営業利益 390,780 4.3 143,259 1.8 247,521 172.8 455,544 2.7

Ⅳ 営業外収益 19,683 0.2 9,043 0.1 10,640 117.7 10,418 0.1

Ⅴ 営業外費用 14,189 0.2 15,184 0.2 △995 △6.6 26,916 0.2

経常利益 396,274 4.3 137,117 1.7 259,156 189.0 439,046 2.6

Ⅵ 特別利益 ― ― 305 0.0 △305 △100.0 266 0.0

Ⅶ 特別損失 140,031 1.5 60,094 0.7 79,936 133.0 142,687 0.9

税引前中間(当期) 
純利益 

256,243 2.8 77,328 1.0 178,914 231.4 296,624 1.7

法人税、住民税 
及び事業税 

120,842 1.3 29,309 0.4 91,532  165,376 1.0

法人税等調整額 △11,662 △0.1 9,656 0.1 △21,318  △22,548 △0.2

中間(当期)純利益 147,063 1.6 38,362 0.5 108,701 283.4 153,797 0.9

前期繰越利益 ― 251,076 △251,076  251,076

中間配当額 ― ― ―  125,999

中間(当期)未処分 
利益 

― 289,438 △289,438  278,874
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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21日 至 平成18年９月20日） 

(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 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 

資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 318,000 70,790 2,225,055 278,874 2,574,719 △46 3,556,673

中間会計期間中の 

変動額 
    

剰余金の配当   △125,999 △125,999  △125,999

役員賞与   △6,700 △6,700  △6,700

中間純利益   147,063 147,063  147,063

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 
― ― ― ― ― 14,364 14,364 ― 14,364

平成18年９月20日残高 664,000 318,000 318,000 70,790 2,225,055 293,238 2,589,084 △46 3,571,037

 

 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20日残高 110,883 110,883 3,667,556

中間会計期間中の 

変動額 
  

剰余金の配当   △125,999

役員賞与   △6,700

中間純利益   147,063

株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額(純額) 

△63,743 △63,743 △63,743

中間会計期間中の 

変動額合計 
△63,743 △63,743 △49,378

平成18年９月20日残高 47,140 47,140 3,618,177
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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 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

   その他有価証券 

  ①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 

  ①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 

  ①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時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

 (2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法  

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

(2) たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

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  ３～38年 

(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  ３～38年 

(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  ３～38年 

 (2) 無形固定資産…定額法

  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)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  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)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産…定額法

  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)に基づく定額法を

採用しております。 

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 

  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 

  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。 

 (2) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

――――― ――――― 
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項目 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

 (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。 

 

 

 

 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

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。 

(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、5年に

よる按分額の1/2を費用

計上しております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

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。 

(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及

び年金資産の見込額に基

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、5年に

よる按分額を費用計上し

ております。 

  過去勤務債務は、発生

時における従業員の平均

残存勤務期間による定額

法により按分した額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間による定額法によ

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) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

 (5) 損害補償損失引当金 

  損害補償の今後の支払

による損失に備えるた

め、当該損失見込額を計

上しております。 

――――― (5) 損害補償損失引当金 

  損害補償の今後の支払

による損失に備えるた

め、当該損失見込額を計

上しております。 

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。 

 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。 

 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。 

５ 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 

 税抜方式によっておりま

す。 

 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 

 税抜方式によっておりま

す。 



36 

 

会計処理の変更 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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」（平成17年11月29

日 企業会計基準委員会 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益、税引前中間純

利益が5,000千円減少しておりま

す。 

 

――――― ――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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」（平成14年８月９日 企

業会計審議会））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（平成15年10月31日 企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第６

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） 

 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｣（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 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｣（平成17年12月９日 企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第８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、3,618,177千円

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 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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日以後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、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上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19,841千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

19,841千円減少しております。 

 「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日以後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

益計算書上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39,597千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、

39,597千円減少しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

前中間会計期間末 
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成18年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、666,110千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、643,537千円であります。 

 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、665,219千円であります。 

 

２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 

  

２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 238,000千円

差引額 262,000千円

  

２ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しておりま

す。 

  当事業年度末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円

  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 34,476千円 

  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債務

に対し、債務保証を行っており

ます。 

被保証先 保証金額

㈱安川情報九州 761千円

  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債

務・リース債務に対し、債務保

証を行っております。 

被保証先 保証金額

㈱安川情報九州 2,296千円

㈱スターフライヤー 39,782千円

  

４ 受取手形割引高は、38,900千円

であります。 

 

４ 受取手形割引高は、229,254千

円であります。 

 

――――― 

５ 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。 

５ 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。 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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。 

受取利息 760千円

受取配当金 15,687千円

  

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 755千円

受取配当金 6,472千円

為替差益 1,258千円

  

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 1,505千円

受取配当金 6,531千円

為替差益 1,108千円

雇用助成金・
奨励金 

1,246千円

  

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。 

支払利息 7,301千円 

売掛債権売却損 6,623千円 

  

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。 

支払利息 5,658千円

売掛債権売却損 5,252千円

株式分割費用 4,273千円

  

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。 

支払利息 12,416千円

売掛債権売却損 10,192千円

株式分割費用 4,273千円

  

――――― ３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
貸倒引当金 
戻入益 

305千円

  

３ 特別利益の内訳は次のとおりで

あります。 
貸倒引当金 
戻入益 

266千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 
機械装置等 
除却損 

1,236千円

時間外賃金等 
遡及精算額 

138,794千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

60,094千円

  

４ 特別損失の内訳は次のとおりで

あります。 

車両除却損 35千円

投資有価証券 
評価損 

12,463千円

損害補償損失 
引当金繰入額 

10,000千円

退職給付会計 
基準変更時 
差異償却 

120,188千円

  

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 19,743千円

無形固定資産 2,323千円

  

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 22,338千円

無形固定資産 1,676千円

  

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 44,704千円

無形固定資産 3,503千円

  

 

(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21日 至 平成18年９月20日） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株
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(リース取引関係) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 

 

有形固定
資産－そ
の他 
(工具・器
具及び備
品) 

無形固定
資産(ソフ
トウェア)

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

421,623 262,723 684,347 

減価償却 
累計額 
相当額 

220,624 117,063 337,687 

中間期末 
残高 
相当額 

200,999 145,660 346,659 

  

(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 

 

有形固定
資産－そ
の他 
(工具・器
具及び備
品) 

無形固定
資産(ソフ
トウェア)

合計 

 (千円) (千円) (千円)

取得価額
相当額 

404,337 207,426 611,763

減価償却
累計額 
相当額 

202,790 80,260 283,051

中間期末
残高 
相当額 

201,546 127,166 328,712

  

(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 

 

有形固定
資産－そ
の他 
(工具・器
具及び備
品) 

無形固定
資産(ソフ
トウェア) 

合計 

 (千円) (千円) (千円)

取得価額
相当額 

416,898 230,875 647,773

減価償却
累計額 
相当額 

214,762 93,091 307,854

期末残高
相当額 

202,135 137,784 339,919

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 148,767千円

１年超 203,731千円

合計 352,499千円

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 140,310千円

１年超 193,754千円

合計 334,064千円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 147,754千円

１年超 197,596千円

合計 345,351千円

  

(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 86,010千円

減価償却費相当額 82,309千円

支払利息相当額 4,181千円

  

(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 94,874千円

減価償却費相当額 91,128千円

支払利息相当額 3,888千円

  

(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 167,528千円

減価償却費相当額 160,607千円

支払利息相当額 7,468千円

  

(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 

 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 

 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。 

 

(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 

 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 

 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、各期への配分について

は、利息法によっております。 

 
 
 

 

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間、前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。 



41 

 

 

(１株当たり情報) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１株当たり純資産額 201円01銭 
 

１株当たり純資産額 200円60銭
 

１株当たり純資産額 203円38銭
 

１株当たり 
中間純利益金額 

8円17銭 

  

１株当たり 
中間純利益金額 

2円13銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

8円17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。

   当社は、平成17年５月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 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

報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

 (前中間会計期間) 

１株当たり純資産額 196円37銭

１株当たり 
中間純利益金額 

13円33銭

 

 (前事業年度) 

１株当たり純資産額 204円23銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円13銭

  

 当社は、平成17年５月10日付をも

って普通株式１株を２株に分割して

おります。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たり情報は、以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額 204円23銭

１株当たり 
当期純利益金額 

26円13銭

  

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間末 
(平成18年９月20日) 

前中間会計期間末 
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成18年３月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 3,618,177 ― ―

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る中間期末(期末)の純
資産額(千円) 

3,618,177 ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた中間期末(期末)の普通株式の数 
(千株) 

17,999 ― ―

 

    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。 

項目 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年９月20日)

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日
至 平成18年３月20日)

中間(当期)純利益(千円) 147,063 38,362 153,797

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 6,700

 (うち利益処分による役員賞与金 
 (千円)) 

― ― 6,700

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

147,063 38,362 147,097

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 17,999 17,999
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(重要な後発事象) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 
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