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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 （百万円未満四捨五入）

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 3,329 (14.4) 40 (－) 75 (－)

17年９月中間期 2,910 (△6.6) △119 (－) △128 (－)

18年３月期 6,564  87  361  

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 45 (－) 5 24

17年９月中間期 △217 (－) △24 79

18年３月期 106  10 41

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,668,182 株 17年９月中間期 8,771,001 株 18年３月期 8,721,587 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 （百万円未満四捨五入）

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 7,388 5,265 71.3 605 13

17年９月中間期 6,912 4,997 72.3 569 81

18年３月期 7,559 5,350 70.8 616 67

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,700,804 株 17年９月中間期 8,769,940 株 18年３月期 8,652,012 株

②期末自己株式数 18年９月中間期 199,196 株 17年９月中間期 130,060 株 18年３月期 247,988 株

２．19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 7,000 150 83

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　９ 円 54 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

18年３月期 － － － 7.50 － 7.50

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 10.00 － 10.00

（注）19年３月期（予想）１株当たり年間配当金には、40周年記念配当２円50銭が含まれております。

 

上記の予想は、本資料の発送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。
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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  2,148,808   2,826,789   2,883,015   

２　売掛金  1,154,279   1,196,958   1,410,297   

３　有価証券  170,373   56,435   20,373   

４　たな卸資産  276,266   243,839   160,136   

５　関係会社短期貸付金  170,000   250,000   180,000   

６　繰延税金資産  326,971   160,425   166,646   

７　その他  129,910   99,029   79,444   

  　貸倒引当金  △522   －   △610   

流動資産合計   4,376,085 63.3  4,833,475 65.4  4,899,301 64.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 77,924  1.2 71,699  1.0 69,575  0.9

２　無形固定資産           

(1) ソフトウェア  227,532   95,258   118,421   

(2) その他  1,902   1,578   1,731   

無形固定資産合計  229,433  3.3 96,836  1.3 120,152  1.6

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  613,826   642,470   745,309   

(2) 関係会社株式  630,046   764,150   627,773   

(3) 関係会社長期
貸付金

 230,000   80,000   230,000   

(4) 敷金・保証金  320,997   320,249   320,746   

(5) 繰延税金資産  284,082   427,334   389,759   

(6) その他  163,449   157,828   168,784   

    貸倒引当金  △13,859   △6,100   △12,434   

投資その他の
資産合計

 2,228,541  32.2 2,385,932  32.3 2,469,938  32.7

固定資産合計   2,535,899 36.7  2,554,466 34.6  2,659,665 35.2

資産合計   6,911,983 100.0  7,387,941 100.0  7,558,966 100.0
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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　買掛金  373,769   395,134   432,377   

２　短期借入金  30,000   30,000   30,000   

３　一年以内返済予定の長
期借入金

 249,960   66,100   180,080   

４　未払法人税等  15,123   18,309   113,133   

５　前受金  149,124   75,191   35,268   

６　賞与引当金  277,303   330,404   333,881   

７　その他  139,284   250,742   156,920   

流動負債合計   1,234,563 17.9  1,165,880 15.8  1,281,659 17.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  76,100   10,000   12,000   

２　退職給付引当金  552,618   791,154   745,771   

３　役員退職慰労引当金  －   65,924   64,074   

４　預り保証金  51,516   44,214   44,214   

５　その他  －   45,617   60,823   

固定負債合計   680,234 9.8  956,909 13.0  926,882 12.3

負債合計   1,914,797 27.7  2,122,789 28.7  2,208,541 29.2

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   2,205,750 31.9  － －  2,205,750 29.2

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,205,970   －   2,205,970   

２　その他資本剰余金  450,000   －   450,000   

資本剰余金合計   2,655,970 38.4  － －  2,655,970 35.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  81,809   －   81,809   

２　任意積立金  201,000   －   201,000   

３　当期未処分利益又は中
間未処理損失(△)

 △128,930   －   194,218   

利益剰余金合計   153,879 2.2  － －  477,026 6.3

Ⅳ　その他有価証券評価
　　差額金

  19,818 0.3  － －  116,253 1.5

Ⅴ　自己株式   △38,231 △0.5  － －  △104,574 △1.4

資本合計   4,997,186 72.3  － －  5,350,425 70.8

負債・資本合計   6,911,983 100.0  － －  7,558,966 100.0
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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   － －  2,205,750 29.9  － －

　２　資本剰余金           

　（１）資本準備金  －   1,005,971   －   

　（２）その他資本剰余金  －   1,645,292   －   

      資本剰余金合計   － －  2,651,262 35.9  － －

　３　利益剰余金           

　（１）利益準備金  －   81,809   －   

　（２）その他利益剰余金           

　　　　別途積立金  －   201,000   －   

　　　　繰越利益剰余金  －   159,728   －   

 利益剰余金合計   － －  442,536 6.0  － －

　４　自己株式   － －  △89,974 △1.2  － －

    株主資本合計   － －  5,209,574 70.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　その他有価証券評価　
　　差額金

  － －  55,578 0.8  － －

　　評価・換算差額等合計   － －  55,578 0.8  － －

　　純資産合計   － －  5,265,152 71.3  － －

　　負債純資産合計   － －  7,387,941 100.0  － －
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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   2,910,217 100.0  3,329,201 100.0  6,563,886 100.0

Ⅱ　売上原価   2,501,767 86.0  2,669,998 80.2  5,415,284 82.5

売上総利益   408,451 14.0  659,203 19.8  1,148,602 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  527,704 18.1  619,604 18.6  1,062,075 16.2

営業利益
又は営業損失(△)

  △119,254 △4.1  39,599 1.2  86,527 1.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  13,862 0.5  49,262 1.5  310,516 4.7

Ⅴ　営業外費用 ※３  22,588 0.8  14,163 0.4  35,677 0.5

経常利益
又は経常損失(△)

  △127,980 △4.4  74,697 2.2  361,366 5.5

Ⅵ　特別利益 ※４  1,118 0.0  6,944 0.2  194,021 3.0

Ⅶ　特別損失 ※5,7  73,774 2.5  7,504 0.2  350,906 5.3

税引前中間(当期)
純利益又は税引前中
間純損失(△)

  △200,636 △6.9  74,137 2.2  204,481 3.1

法人税、住民税及び事
業税

 5,530   14,826   99,821   

過年度法人税、
住民税及び事業税

 11,226   3,101   11,270   

法人税等調整額  － 16,756 0.6 10,810 28,737 0.9 △12,366 98,725 1.5

中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

  △217,391 △7.5  45,400 1.4  105,756 1.6

前期繰越利益   88,462   －   88,462  

当期未処分利益
又は中間未処理
損失(△)

  △128,930   －   194,218  
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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
その他資
本剰余金

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３月31日　残高

（千円）
2,205,750 2,205,970 450,000 2,655,970 81,809 201,000 194,218 477,026 △104,574 5,234,172

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注) － － － － － － △64,890 △64,890 － △64,890

役員賞与　(注)　 － － － － － － △15,000 △15,000 － △15,000

資本準備金取崩 － △1,200,000 1,200,000 － － － － － － －

中間純利益 － － － － － － 45,400 45,400 － 45,400

自己株式の取得 － － － － － － － － △23,216 △23,216

自己株式の処分 － － △4,708 △4,708 － － － － 37,816 33,108

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）
－ △1,200,000 1,195,292 △4,708 － － △34,490 △34,490 14,600 △24,598

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,205,750 1,005,971 1,645,292 2,651,262 81,809 201,000 159,728 442,536 △89,974 5,209,574

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）
116,253 116,253 5,350,425

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注) － － △64,890

役員賞与　(注)　 － － △15,000

資本準備金取崩 － － －

中間純利益 － － 45,400

自己株式の取得 － － △23,216

自己株式の処分 － － 33,108

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

△60,675 △60,675 △60,675

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△60,675 △60,675 △85,273

平成18年９月30日　残高

（千円）
55,578 55,578 5,265,152

 　(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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　有価証券の評価基

準及び評価方法

(1）売買目的有価証券

　時価法(売却原価は移動

平均法により算定)

(1）売買目的有価証券

　同左

(1）売買目的有価証券

　同左

 

 

(2）子会社株式及び関連会社

株式

　移動平均法による原価

法

(2）子会社株式及び関連会社

株式

　同左

(2）子会社株式及び関連会社

株式

　同左

 

 

 

(3) その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の

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)

(3) その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の

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)

(3）その他有価証券

時価のあるもの

　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)

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原

価法

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左

２　デリバティブの評

価基準

時価法

 

　同左 　同左

３　たな卸資産の評価

基準及び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価

法

(1）商品

　同左

(1）商品

　同左

 

 

(2）仕掛品

　個別法による原価法

(2）仕掛品

　同左

(2）仕掛品

　同左

 

 

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法

(3）貯蔵品

　同左

(3）貯蔵品

　同左

４　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(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。

(1）有形固定資産

　同左

 

(1）有形固定資産

　同左

 

 建物 ３～22年

器具備品 ３～15年
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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)

 

 

 

(2）無形固定資産

①ソフトウェア(販売目的)

　見込有効期間（３年以

内）における見込販売数

量に基づく償却額と販売

可能な残存有効期間に基

づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を計

上しております。

(2）無形固定資産

①ソフトウェア(販売目的)

　同左

(2）無形固定資産

①ソフトウェア(販売目的)

　同左

 

 

②ソフトウェア(自社利用目

的)

　社内における利用可能

期間(５年以内)に基づく

定額法によって償却して

おります。

②ソフトウェア(自社利用目

的)

　同左

②ソフトウェア(自社利用目

的)

　同左

 

 

③その他

　定額法を採用しており

ます。

③その他

　同左

③その他

　同左

５　引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒

れに備えるため、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

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与

の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

　同左

(2）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）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。

　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

務期間以内の一定の年数

(10年)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及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  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

務期間以内の一定の年数

(10年)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

用処理しております。

　過去勤務債務は、発生

時に一括処理しておりま

す。

  ―――――― (4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労

金の支給に備えて、役員

退職慰労金規定に基づく、

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

  役員に対する退職慰労

金の支給に備えて、役員

退職慰労金規定に基づく、

期末要支給額を計上して

おります。

６　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

７　ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップにおいて、

要件を充足しております

ので、特例処理を適用し

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・・・

金利スワップ

(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・・・

借入金利息

 

 

 

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　借入金利息の変動リス

クを軽減するため、金利

スワップを行っておりま

す。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

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）ヘッジ有効性評価の方法

　当金利スワップは特例

処理を適用しているため、

有効性の評価を省略して

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

８　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

  消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。

　同左 　同左

 

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)

前事業年度
(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」（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　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。

　これにより税引前中間純損失が63,453

千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

当該各資産の金額から直接控除してお

ります。

 ――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度から「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」

（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　平成15年10月31日　企業会計基

準適用指針第６号）を適用しておりま

す。

 　これにより税引前当期純利益が63,453

千円減少しております。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づいて当

該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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,265,152千円であります。

　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。

 ――――――
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表示方法の変更

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)

（中間貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第

97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日よ

り適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改

正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責

任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券

として表示する方法に変更いたしました。当中間会計期間

の「投資有価証券」に含まれる当該出資の帳簿残高は

166,315千円であり、前中間会計期間における投資その他の

資産の「その他」に含まれる当該出資の帳簿残高は191,020

千円であります。

　――――――
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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

219,962千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

201,761千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

202,411千円

（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)

※１　販売費及び一般管理費の主要費

目

※１　販売費及び一般管理費の主要費

目

※１　販売費及び一般管理費の主要費

目

役員報酬 61,253千円

給与・手当・

賞与
101,797千円

賞与引当金

繰入額
66,412千円

減価償却費 9,549千円

不動産賃借料 38,033千円

人員等委託費 50,137千円

役員報酬 64,881千円

給与・手当・

賞与
132,106千円

賞与引当金

繰入額
77,590千円

減価償却費 4,338千円

不動産賃借料 39,641千円

人員等委託費 56,248千円

役員報酬 111,666千円

給与・手当・

賞与
187,085千円

賞与引当金

繰入額
146,384千円

減価償却費 15,147千円

不動産賃借料 91,707千円

人員等委託費 97,678千円

※２　営業外収益の主要費目 ※２　営業外収益の主要費目 ※２　営業外収益の主要費目

受取利息 4,804千円

受取配当金 6,559千円

有価証券

運用益
705千円

受取利息 3,936千円

受取配当金 41,382千円

 

 
 

受取利息 9,533千円

受取配当金 11,680千円

有価証券

運用益
280,621千円

※３　営業外費用の主要費目 ※３　営業外費用の主要費目 ※３　営業外費用の主要費目

支払利息 4,240千円

支払手数料 16,116千円

支払利息 1,526千円

固定資産除却損 3,221千円

有価証券売却損 8,466千円

支払利息 7,557千円

支払手数料 17,167千円

※４　特別利益の主要費目 ※４　特別利益の主要費目 ※４　特別利益の主要費目

貸倒引当金

戻入
1,118千円

貸倒引当金

戻入
6,944千円

投資有価証券

売却益
191,479千円

※５　特別損失の主要費目 ※５　特別損失の主要費目 ※５　特別損失の主要費目

減損損失 63,453千円

電話加入権評

価損
10,060千円

子会社株式

売却損
7,504千円

  

減損損失 63,453千円

ソフトウェア

評価損
45,168千円

役員退職慰労

引当金繰入額
54,999千円

退職給付過去

勤務債務
164,083千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 7,082千円

無形固定資産 55,883千円

計 62,965千円

有形固定資産 5,497千円

無形固定資産 23,556千円

計 29,053千円

有形固定資産 13,361千円

無形固定資産 123,388千円

計 136,749千円

－ 12 －



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)

※７　減損損失

　当中間会計期間において、当社

は以下の資産について、減損損失

を計上しております。

――――――

 

※７　減損損失

　当事業年度において、当社は以

下の資産について、減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 金額

長野県
上水内
郡信濃
町

遊休
資産

建物
器具備
品

その他
投資等

63,453
千円

場所 用途 種類 金額

長野県
上水内
郡信濃
町

遊休
資産

建物
器具備
品

その他
投資等

63,453
千円

　当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、事業区

分及び遊休資産にグルーピングし

ております。

　上記の資産は、当社研修施設と

して利用してきましたが、今後の

使用見込みがなくなったため、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(63,453千

円)として特別損失に計上してお

ります。

　その内訳は、建物51,908千円、

器具備品1,423千円及びその他投

資10,122千円であります。

　なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額(固定資

産税評価額)により測定しており

ます。

　当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、事業区

分及び遊休資産にグルーピングし

ております。

　上記の資産は、当社研修施設と

して利用してきましたが、今後の

使用見込みがなくなったため、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(63,453千

円)として特別損失に計上してお

ります。

　その内訳は、建物51,908千円、

器具備品1,423千円及びその他投

資10,122千円であります。

　なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額(固定資

産税評価額)により測定しており

ます。
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（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）

　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）１,２　 248 38 87 199

　　　　合計 248 38 87 199

 （注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加38千株は、会社法第165条第２項の規定に基づく市場買付による増加35

千株、単元未満株式の買取りによる増加３千株によるものであります。

 ２.　普通株式の自己株式の株式数の減少87千株は、ストックオプションの権利行使による減少86千株、単元未満

株式の買増請求による売渡１千株によるものであります。

 

 

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。　

 

 

②　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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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 569.81円

１株当たり中間純損失 24.79円

１株当たり純資産額 605.13円

１株当たり中間純利益 5.24円

１株当たり純資産額 616.67円

１株当たり当期純利益 10.41円

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、潜在株式は存

在しますが１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
5.12円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
10.27円

１株当たり中間純損失の算定上の基礎 １株当たり中間純利益及び潜在株式調

整後１株当たり中間純利益の算定上の

基礎

１株当たり当期純利益及び潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

中間損益計算書上の中間純損失

217,391千円

中間損益計算書上の中間純利益

45,400千円

損益計算書上の当期純利益

105,756千円

普通株式に係る中間純損失

217,391千円

普通株式に係る中間純利益

45,400千円

普通株式に係る当期純利益

105,756千円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　利益処分による役員賞与金

15,000千円

普通株式の期中平均株式数

8,771,001株

普通株式の期中平均株式数

8,668,182株

普通株式の期中平均株式数

8,721,587株

────── 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳

────── 　新株予約権 206,755株

　普通株式増加数 206,755株

　新株予約権 115,200株

　普通株式増加数 115,200株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純損失の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権506個）

────── ──────

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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