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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）

（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 5,017 ( △1.3) 293 (　21.9) 281 (　20.1)

17年９月中間期 5,083 (　 4.4) 240 (　57.8) 234 (　55.1)

18年３月期 10,245 576 551

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 142 (　20.1) 28 75

17年９月中間期 118 (　58.4) 23 73

18年３月期 295 59 12

（注） ①期中平均株式数 18年９月中間期 4,970,113株 17年９月中間期 5,014,297株 18年３月期 5,005,163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９月中間期 5,460 2,535 46.4 510 80

17年９月中間期 5,131 2,409 47.0 481 32

18年３月期 5,414 2,532 46.8 508 15

（注） ①期末発行済株式数 18年９月中間期 4,963,230株 17年９月中間期 5,006,080株 18年３月期 4,983,180株

②期末自己株式数 18年９月中間期 144,020株 17年９月中間期 92,170株 18年３月期 118,070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 10,800  670  350  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　58円77銭

（注）平成18年９月30日現在の株主に対し平成18年10月１日付をもって、普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割をし
ております。なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。

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 5.00 20.00 25.00

19年３月期（実績） 5.00 －  

19年３月期（予想） － 20.00 25.00

（注）平成18年10月１日付の株式分割により中間配当金を受け取られた株主の皆様が、平成19年３月期末まで当社株式を
保有されますと期末予想配当金20円が実質1.2倍の24円となり、年間配当金25円が29円と実質増配になる予定です。

※　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９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１.　現金及び預金  457,864   770,021    601,637   

２.　受取手形 ※６ 42,526   67,552    43,179   

３.　売掛金  1,298,698   1,202,419    1,344,042   

４.　たな卸資産  15,590   33,436    10,575   

５.　繰延税金資産  70,716   87,035    69,120   

６.　その他  234,858   199,088    231,748   

７.　貸倒引当金  △40,191   △33,541    △33,498   

流動資産合計   2,080,063 40.5  2,326,012 42.6 245,948  2,266,806 41.9

Ⅱ　固定資産            

１.　有形固定資産 ※1.2           

(1）建物  482,746   447,589    461,470   

(2）器具備品  185,071   166,565    171,302   

(3）土地  766,027   766,027    766,027   

(4）その他  2,765   2,361    2,550   

有形固定資産合計  1,436,611  28.0 1,382,544  25.3 △54,067 1,401,350  25.9

２.　無形固定資産  231,136  4.5 240,704  4.4 9,568 256,266  4.7

３.　投資その他の資産            

(1）投資有価証券  293,497   396,314    404,433   

(2）関係会社株式  527,412   527,412    527,412   

(3) 長期貸付金  1,990   24,530    1,810   

(4) 役員長期貸付金  15,166   7,558    11,362   

(5) 従業員長期貸付金  36,195   19,492    27,004   

(6）敷金保証金  138,288   130,959    135,366   

(7）会員権  8,475   8,475    8,475   

(8）繰延税金資産  144,518   150,945    143,782   

(9）その他  217,678   241,821    225,298   

投資その他の資産合計  1,383,221  27.0 1,507,509  27.6 124,287 1,484,944  27.4

固定資産合計   3,050,969 59.5  3,130,758 57.3 79,788  3,142,561 58.0

Ⅲ　繰延資産   － －  3,937 0.1 3,937  5,250 0.1

資産合計   5,131,033 100.0  5,460,707 100.0 329,674  5,414,617 100.0
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１.　買掛金  416,179   383,097   458,103   

２.　短期借入金 ※２ 750,000   630,000   580,000   

３．一年以内償還予定の社
債

 250,000   200,000   200,000   

４.　未払金  459,693   493,094   472,060   

５.　未払法人税等  114,913   146,050   164,562   

６.　未払消費税等 ※５ 47,758   77,495   50,064   

７.　未払費用  84,903   102,561   87,658   

８.　その他  117,805   148,872   132,846   

流動負債合計   2,241,254 43.7  2,181,172 40.0 △60,081  2,145,296 39.6

Ⅱ　固定負債           

１.　社債  200,000   450,000   450,000   

２.　退職給付引当金  231,084   241,126   234,763   

３.　役員退職慰労引当金  49,165   53,185   52,338   

固定負債合計   480,249 9.3  744,311 13.6 264,062  737,101 13.6

負債合計   2,721,503 53.0  2,925,484 53.6 203,980  2,882,397 53.2
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   739,962 14.4  － － △739,962  741,081 13.7

Ⅱ　資本剰余金            

１.　資本準備金  962,943   －    964,059   

資本剰余金合計   962,943 18.8  － － △962,943  964,059 17.8

Ⅲ　利益剰余金            

１.　利益準備金  70,000   －    70,000   

２.　任意積立金  499,500   －    499,500   

３.　中間（当期）
 未処分利益

 220,843   －    372,723   

利益剰余金合計   790,343 15.4  － － △790,343  942,223 17.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  12,778 0.3  － － △12,778  19,546 0.4

Ⅴ　自己株式   △96,497 △1.9  － － 96,497  △134,690 △2.5

　　資本合計   2,409,529 47.0  － － △2,409,529  2,532,220 46.8

　　負債資本合計   5,131,033 100.0  － － △5,131,033  5,414,617 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１.　資本金   － －  743,319 13.6 743,319  － －

２.　資本剰余金   － －  966,291 17.7 966,291  － －

３.　利益剰余金   － －  985,433 18.1 985,433  － －

４.　自己株式   － －  △173,098 △3.2 △173,098  － －

　 株主資本合計   － －  2,521,945 46.2 2,521,945  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１.　その他有価証券評価
 差額金

  － －  13,277 0.2 13,277  － －

  　評価・換算差額等合計   － －  13,277 0.2 13,277  － －

　　純資産合計   － －  2,535,223 46.4 2,535,223  － －

　　負債純資産合計   － －  5,460,707 100.0 5,460,707  － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,083,064 100.0  5,017,238 100.0 △65,826  10,245,238 100.0

Ⅱ　売上原価   3,913,096 77.0  3,822,340 76.2 △90,755  7,862,200 76.7

売上総利益   1,169,968 23.0  1,194,898 23.8 24,929  2,383,037 23.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  929,378 18.3  901,593 18.0 △27,785  1,806,333 17.7

営業利益   240,589 4.7  293,304 5.8 52,714  576,704 5.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,910 0.3  9,432 0.2 △3,478  15,832 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  18,681 0.4  20,829 0.4 2,148  40,646 0.4

経常利益   234,818 4.6  281,907 5.6 47,088  551,890 5.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,269 0.0  － － △1,269  7,569 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  17,057 0.3  28,309 0.6 11,252  26,049 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

  219,030 4.3  253,597 5.0 34,567  533,410 5.2

法人税、住民
税及び事業税

 101,821   131,551    241,547   

法人税等調整
額

 △1,774 100,046 2.0 △20,827 110,723 2.2 10,677 △4,030 237,516 2.3

中間（当期）
純利益

  118,983 2.3  142,873 2.8 23,889  295,894 2.9

前期繰越利益   101,860   153,060    101,860  

中間配当額   －   －    25,030  

中間（当期）
未処分利益

  220,843   295,933    372,723  
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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

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）
741,081 964,059 964,059 70,000 499,500 372,723 942,223 △134,690 2,512,673

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 2,238 2,232 2,232      4,470

別途積立金の積立て（千円）     120,000 △120,000    

剰余金の配当（千円）      △99,663 △99,663  △99,663

中間純利益（千円）      142,873 142,873  142,873

自己株式の取得（千円）        △38,408 △38,408

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）
2,238 2,232 2,232  120,000 △76,789 43,210 △38,408 9,271

平成18年９月30日　残高

（千円）
743,319 966,291 966,291 70,000 619,500 295,933 985,433 △173,098 2,521,945

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）
19,546 19,546 2,532,220

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   4,470

剰余金の配当（千円）   △99,663

中間純利益（千円）   142,873

自己株式の取得（千円）   △38,408

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）

△6,269 △6,269 △6,269

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△6,269 △6,269 3,002

平成18年９月30日　残高

（千円）
13,277 13,277 2,535,223
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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

同左

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。）

 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）たな卸資産

商品・製品・貯蔵品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品・製品・貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・貯蔵品

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　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)は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物

８から50年

工具器具備品

３から15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

　定額法によっております。

　なお、ソフトウエア利用権につ

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．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

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）

 (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

（285,974千円）については、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

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生した翌事業

年度から費用処理することとして

おります。

(2）退職給付引当金

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

計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（ 285,974千円）については、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

（５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、当社内規に基づく中間期

末要支給額の50％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、当社内規に基づく期末要

支給額の50％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。

同左 同左

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

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。　　　    

───── （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2,535,223千円でありま

 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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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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

   905,124千円  927,544千円    903,276千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産

建物   328,304千円

土地   700,675千円

計 1,028,980千円

建物  312,536千円

土地   700,675千円

計 1,013,211千円

建物  320,228千円

土地   700,675千円

計 1,020,904千円

(2）対応する債務 (2）対応する債務 (2）対応する債務

短期借入金   170,000千円

  

短期借入金  150,000千円

  

短期借入金   100,000千円

       

　３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っ

ております。

　３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っ

ております。

　３．保証債務

　関係会社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っ

ております。

㈱メディアコ

ミュニケーショ

ン

55,810千円

㈱メディアコ

ミュニケーショ

ン

8,470千円

㈱メディアコ

ミュニケーショ

ン

 45,640千円

　４．特定融資枠契約（コミットメン

トライン）

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　４．特定融資枠契約（コミットメン

トライン）

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　４．特定融資枠契約（コミットメン

トライン）

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら

契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

2,000,000千円

借入実行残

高
   480,000千円

差引額  1,520,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

 2,000,000千円

借入実行残

高
   480,000千円

差引額  1,520,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

 2,000,000千円

借入実行残

高
  380,000千円

差引額  1,620,000千円

※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、未払消費税等と

して表示しております。

※５．消費税等の取扱い

同左

※５．消費税等の取扱い

──────

            ────── ※６. 中間期末日満期手形

　    中間期末日満期手形の会計処理

は手形交換日をもって決済処理し

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、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれておりま

す。

 　  　　受取手形　　18,514千円

            ──────
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（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．営業外収益項目のうち重要なも

の

※１．営業外収益項目のうち重要なも

の

※１．営業外収益項目のうち重要なも

の

受取利息  1,339千円

受取配当金   7,852千円

受取手数料    788千円

受取利息 978千円

受取配当金   4,572千円

受取手数料    788千円

受取利息  2,661千円

受取配当金 8,303千円

受取手数料  1,582千円

※２．営業外費用項目のうち重要なも

の

※２．営業外費用項目のうち重要なも

の

※２．営業外費用項目のうち重要なも

の

支払利息   7,508千円

社債利息  1,436千円

退職給付費用   9,532千円

支払利息 7,029千円

社債利息  2,604千円

退職給付費用  9,532千円

支払利息 14,514千円

社債利息 3,727千円

退職給付費用 19,065千円

※３．特別利益項目のうち重要なもの ※３．特別利益項目のうち重要なもの ※３．特別利益項目のうち重要なもの

投資有価証券売

却益
1,269千円 

 －    － 千円 貸倒引当金戻入

益
 5,929千円

※４．特別損失項目のうち重要なもの ※４．特別損失項目のうち重要なもの ※４．特別損失項目のうち重要なもの

事業再編損失   6,617千円

前期損益修正損   8,783千円

事業再編損失  2,692千円

前期損益修正損 25,617千円

事業再編損失 8,408千円

前期損益修正損   8,783千円

固定資産除却損  6,354千円

　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  30,148千円

無形固定資産   6,600千円

有形固定資産  24,267千円

無形固定資産  23,554千円

有形固定資産  59,564千円

無形固定資産 21,545千円

（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）

　　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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 118,070 25,950 － 144,020

合計 118,070 25,950 － 144,020

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加25,950株は、単元未満株式の買取りによる増加50株が含まれております。
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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

　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、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

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

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）

器具備品 318,370 156,137 162,232

その他 6,984 4,082 2,902

合計 325,354 160,220 165,134

 

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）

器具備品 258,357 153,180 105,176

その他 49,352 35,807 13,544

合計 307,710 188,988 118,721

 

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）

器具備品 322,279 168,961 153,317

その他 6,984 4,780 2,203

合計 329,263 173,742 155,521

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 71,894千円

１年超   95,326千円

合計 　167,220千円

１年内  50,958千円

１年超  69,642千円

合計 120,601千円

１年内  64,587千円

１年超   92,953千円

合計   157,540千円

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、支

払利息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、支

払利息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、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料    41,889千円

減価償却費相当

額
 40,499千円

支払利息相当額 　1,506千円　

支払リース料  38,130千円

減価償却費相当

額
  36,799千円

支払利息相当額 　 1,191千円

　

支払リース料  81,281千円

減価償却費相当

額
  78,574千円

支払利息相当額   2,756千円

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。

 　　（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。

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

 

 

 

 　　（減損損失について）

 　　　　　　　同左

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

 

 

 

 　　（減損損失について）

 　　　　　　　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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（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   481.32円

１株当たり中間純利益金

額
    23.73円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
    23.45円

１株当たり純資産額  510.80円

１株当たり中間純利益金

額
28.75円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
    28.32円

１株当たり純資産額    508.15円

１株当たり当期純利益金

額
   59.12円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
   58.35円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
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株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益（千

円）
118,983 142,873 295,894

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）
118,983 142,873 295,894

期中平均株式数（千株） 5,014 4,970 5,005

    

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（千株） 59 75 65

（うち新株予約権） （59） （75） （65）

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（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要

──────

 

──────

 

──────
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（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。

　

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）

 　　　（株式分割について）

 　　　　　平成18年５月11日開催の当社取締役会の決議に基づき、株主に対する利益還元及び株式の流動性向上と投資

　　　　 家層の拡大を図ることを目的とし株式分割による新株式を発行しております。

 　　　　１．平成18年10月１日付をもって普通株式１株につき1.2株に分割します。

 　　　　（1）分割により増加する株式数

 　　　　　　 普通株式　　1,021,449株

 　　　　（2）分割方法

  平成18年９月30日最終株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式１株につき1.2株の割合

をもって分割します。

 　　　　２．配当起算日

 　　　　　　平成18年10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株あたり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 １株当たりの純資産額　　　399.87円  １株当たりの純資産額　　　423.62円  １株当たりの純資産額　　　421.80円

 １株当たりの当期純利益金額 19.72円  １株当たりの当期純利益金額 23.85円  １株当たりの当期純利益金額 49.11円

 潜在株式調整後１株当たり　　

 当期純利益金額　　　　　　 19.53円

 潜在株式調整後１株当たり　　

 当期純利益金額　　　　　　 23.55円

 潜在株式調整後１株当たり　　

 当期純利益金額　　　　　　 48.68円
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前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 　　　（自己株式取得について）

 　　　　　平成18年５月11日開催の当社取締役会において会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

　　　　 法156条の規定に基づき自己株式を取得することを決定しております。

 　　　　　これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう自己株式を取得するも

　　　　 のです。

取得内容は以下のとおりであります。

１．取得する株式の種類……………普通株式

２．取得する株式の総数……………65,000株を上限とする

３．株式の取得価格の総額…………97,500千円を上限とする

４．自己株式買受けの日程…………平成18年５月12日から平成19年３月31日まで

 　　　（株式分割について）

 　　　　　平成18年５月11日開催の当社取締役会において株主に対する利益還元及び株式の流動性向上と投資家層の拡

　　　　 大を図ることを目的とし株式分割による新株式を発行する決議をしております。

 　　　　１．平成18年10月１日付をもって普通株式１株につき1.2株に分割します。

 　　　　（1）分割により増加する株式数

 　　　　　　 普通株式　　1,020,250株（予想）

 　　　　（2）分割方法

  平成18年９月30日最終株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式１株につき1.2株の割合

をもって分割します。

 　　　　２．配当起算日

 　　　　　　平成18年10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事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

 前事業年度 当事業年度 

１株当たりの純資産額 389.27円 １株当たりの純資産額 421.80円 

１株当たりの当期純利益金額 38.38円 １株当たりの当期純利益金額 49.11円 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
37.98円 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
48.68円 
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