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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 18,789 2.5 943 81.3 1,049 77.4

17年９月中間期 18,329 12.3 520 － 591 －

18年３月期 40,446 3,607 3,842

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 567 25.7 15 03

17年９月中間期 450 － 11 92

18年３月期 2,398 61 08

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 37,726,732株 17年９月中間期 37,823,816株 18年３月期 37,829,182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 （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 40,441 27,600 68.2 736 76

17年９月中間期 41,908 27,126 64.7 717 19

18年３月期 44,073 29,274 66.4 771 25

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 37,462,677株 17年９月中間期 37,822,980株 18年３月期 37,843,771株

②期末自己株式数 18年９月中間期 738,233株 17年９月中間期 377,930株 18年３月期 357,139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）

 （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 経 常 利 益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 42,000 4,000 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　58円　73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 － 20.00 20.00

19年３月期（実績） 10.00 －
20.00

19年３月期（予想） － 10.00

※　上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経

済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能

性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。



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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  1,296   1,896    3,375   

２　受取手形 ※４ 203   193    197   

３　売掛金  8,892   8,087    9,902   

４　たな卸資産 ※１ 2,850   2,993    2,805   

５　繰延税金資産  1,950   1,945    2,011   

６　その他  714   228    97   

貸倒引当金  △4   △3    △4   

流動資産合計   15,903 37.9  15,341 37.9 △562  18,387 41.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※２           

(1) 建物  3,465   3,326    3,410   

(2) 土地  5,547   5,546    5,546   

(3) その他  851   798    797   

計  9,864   9,671   △192 9,755   

２　無形固定資産            

(1) ソフトウェア  4,042   3,988    3,711   

(2) ソフトウェア
　　仮勘定

 814   1,350    1,522   

(3) その他  0   0    0   

計  4,857   5,339   481 5,234   

３　投資その他の
　　資産

           

(1) 投資有価証券  6,652   6,228    6,706   

(2) 繰延税金資産  3,267   2,412    2,560   

(3) その他  1,501   1,627    1,622   

貸倒引当金  △138   △179    △192   

計  11,282   10,089   △1,193 10,696   

固定資産合計   26,004 62.1  25,099 62.1 △904  25,686 58.3

資産合計   41,908 100.0  40,441 100.0 △1,467  44,073 100.0
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  1,183   1,186    1,633   

２　短期借入金  5,240   2,250    3,840   

３　未払費用  2,416   3,105    2,976   

４　未払法人税等  230   95    671   

５　役員賞与引当金  ―   66    ―   

６　返品調整引当金  380   377    379   

７　その他  1,055   1,563    1,680   

流動負債合計   10,506 25.1  8,644 21.4 △1,862  11,180 25.4

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  1,790   1,900    1,320   

２　退職給付引当金  1,826   2,015    1,893   

３　役員退職慰労
　　引当金

 262   162    285   

４　投資損失引当金  271   ―    ―   

５　その他  125   117    118   

固定負債合計   4,275 10.2  4,196 10.4 △79  3,617 8.2

負債合計   14,782 35.3  12,840 31.8 △1,941  14,798 33.6

(資本の部)            

Ⅰ　資本金   6,557 15.6  ― ― △6,557  6,557 14.9

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  13,066   ―    13,111   

２　その他資本
　　剰余金

 0   ―    0   

資本剰余金合計   13,066 31.2  ― ― △13,066  13,111 29.8

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  485   ―    485   

２　任意積立金  5,568   ―    5,568   

３　中間(当期)
　　未処分利益

 922   ―    2,869   

利益剰余金合計   6,976 16.6  ― ― △6,976  8,923 20.2

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

  869 2.1  ― ― △869  1,013 2.3

Ⅴ　自己株式   △344 △0.8  ― ― 344  △331 △0.8

資本合計   27,126 64.7  ― ― △27,126  29,274 66.4

負債資本合計   41,908 100.0  ― ― △41,908  44,073 100.0
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

金額(百万円)
構成比
(％)

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   ― ―  6,557 16.2 6,557  ― ―

２　資本剰余金            

(1) 資本準備金  ―   13,111    ―   

(2) その他資本

剰余金
 ―   0    ―   

資本剰余金合計   ― ―  13,112 32.4 13,112  ― ―

３　利益剰余金            

(1) 利益準備金  ―   485    ―   

(2) その他利益

剰余金
           

固定資産

圧縮積立金
 ―   63    ―   

別途積立金  ―   7,000    ―   

繰越利益

剰余金
 ―   1,097    ―   

利益剰余金合計   ― ―  8,646 21.4 8,646  ― ―

４　自己株式   ― ―  △1,397 △3.5 △1,397  ― ―

　株主資本合計   ― ―  26,918 66.5 26,918  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等            

　その他有価証券

　評価差額金
  ― ―  682 1.7 682  ― ―

　評価・換算差額

等合計
  ― ―  682 1.7 682  ― ―

　純資産合計   ― ―  27,600 68.2 27,600  ― ―

　負債純資産合計   ― ―  40,441 100.0 40,441  ― ―
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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(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   18,329 100.0  18,789 100.0 459  40,446 100.0

Ⅱ　売上原価   10,352 56.5  10,441 55.6 88  21,463 53.1

売上総利益   7,977 43.5  8,348 44.4 370  18,982 46.9

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

  7,456 40.7  7,404 39.4 △51  15,375 38.0

営業利益
 

  520 2.8  943 5.0 422  3,607 8.9

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  20   1    29   

２　受取配当金  56   26    84   

３　不動産賃貸収入  91   100    189   

４　保険受取額  29   ―    31   

５　その他  46 245 1.3 37 165 0.9 △80 107 442 1.1

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  27   17    51   

２　為替差損  32   ―    15   

３　追悼式典費用  41   ―    41   

４　その他  72 174 0.9 41 59 0.3 △115 99 207 0.5

経常利益
 

  591 3.2  1,049 5.6 457  3,842 9.5

Ⅵ　特別利益 ※１  339 1.9  42 0.2 △297  339 0.9

Ⅶ　特別損失 ※２  164 0.9  31 0.2 △133  277 0.7

税引前中間
(当期)純利益

  766 4.2  1,060 5.6 294  3,904 9.7

法人税、住民税
及び事業税

 188   55    830   

法人税等調整額  126 315 1.7 438 493 2.6 178 675 1,506 3.8

中間(当期)純利
益

  450 2.5  567 3.0 116  2,398 5.9

前期繰越利益   471   ―    471  

中間(当期)未処
分利益

  922   ―    2,869  
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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

 評価・

換算

 差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益

 剰余金

平成18年３月

　31日残高

　　（百万円）

6,557 13,111 0 485 68 5,500 2,869 △331 28,261 1,013 29,274

中間会計期間中

の変動額
           

自己株式

処分差益
  0      0  0

固定資産

圧縮積立金の

取崩（注）

    △3  3  ―  ―

固定資産

圧縮積立金の

取崩

    △1  1  ―  ―

別途積立金の

積立（注）
     1,500 △1,500  ―  ―

剰余金の配当

（注）
      △756  △756  △756

役員賞与

（注）
      △88  △88  △88

中間純利益       567  567  567

自己株式の

取得
       △1,066 △1,066  △1,066

自己株式の

処分
       0 0  0

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額(純額)

         △330 △330

中間会計期間中

の変動額合計

　　（百万円）

― ― 0 ― △5 1,500 △1,772 △1,066 △1,343 △330 △1,673

平成18年９月

　30日残高

　　（百万円）

6,557 13,111 0 485 63 7,000 1,097 △1,397 26,918 682 27,600

 （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

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

① 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 その他有価証券

a　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)

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

同左

② その他有価証券

a　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)

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 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 その他有価証券

a　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)

b　時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、中間貸借対照表

及び中間損益計算書双方に

ついて持分相当額を純額で

取り込んでおります。

b　時価のないもの

     同左

 

b　時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、貸借対照表及び

損益計算書双方について持

分相当額を純額で取り込ん

でおります。

(2) たな卸資産

①　製品、仕掛品、原材料

総平均法による原価法

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

②　商品

売価還元法による原価法

  

③　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

  

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①　建物(建物附属設備を除く)

定額法

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

②　その他

定率法

  

(主な耐用年数)   

建物 15年～50年

工具、器具及び

備品
３年～10年

  

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

①　市場販売目的のソフトウェ

ア

見込販売数量に基づく償却

額と３年を限度とする残存

有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法

(2) 無形固定資産

同左

 

 

(2) 無形固定資産

同左
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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)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

②　自社利用ソフトウェア

５年を限度とする利用可能

期間で定額法により償却す

る方法

 

 

 

 

３　引当金の計上基準

(1) 単行本在庫調整引当金

住宅地図帳の売れ残り書籍の評

価損に備えるため、出版部数に

対する一定期間の販売部数を算

定基礎とした評価損失見込額を

計上しております。

３　引当金の計上基準

(1) 単行本在庫調整引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1) 単行本在庫調整引当金

同左

(2) 貸倒引当金

営業債権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

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(2) 貸倒引当金

同左

(2) 貸倒引当金

同左

(3) 　　　―――――

 

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度に係る支給見込額の

うち、当中間会計期間負担額を

計上しております。

(3) 　　　―――――

 

(4) 返品調整引当金

道路地図及び旅行ガイド製品の

返品による損失に備えるため、

過去の返品実績を基準とした返

品予測高に対する損失見込額を

計上しております。

(4) 返品調整引当金

同左

(4) 返品調整引当金

同左

(5) 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、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)による定額

法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(15

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。

(5) 退職給付引当金

同左

(5) 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。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)による定額

法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(15

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。
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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)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(6) 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、役員退職慰労金規程

(内規)に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(6) 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、役員退職慰労金規程

(内規)に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

なお、当社は平成18年４月27日

開催の取締役会において、役員

退職慰労金制度を平成18年３月

31日付で廃止することを決議い

たしました。当該制度の廃止に

伴い、在任中の取締役及び監査

役の在任期間に係る役員退職慰

労金については、それぞれの役

員の退任時に支給することとい

たしました。

(6) 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、役員退職慰労金規程

(内規)に基づく期末要支給額を

計上しております。

なお、当社は平成18年４月27日

開催の取締役会において、役員

退職慰労金制度を平成18年３月

31日付で廃止することを決議い

たしました。当該制度の廃止に

伴い、在任中の取締役及び監査

役の在任期間に係る役員退職慰

労金については、それぞれの役

員の退任時に支給することとい

たしました。

(7) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に

備えるため、当該会社の財政状

態を勘案し、損失負担見込額を

計上しております。

(7)　　　 ―――――

 

(7) 　　　―――――

 

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。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

５　その他中間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。

５　その他中間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

同左

５　その他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

同左
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会計方針の変更

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

により税引前中間純利益は28百万円

減少しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き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

より税引前当期純利益は28百万円減

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き各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

(退職給付に係る会計基準)

当中間会計期間より、「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」(企

業会計基準第３号　平成17年３月16

日)及び「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第７号　平

成17年３月16日)を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は20百万円増

加しております。

 ―――――

 

(退職給付に係る会計基準)

当事業年度より、「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正」(企業会

計基準第３号　平成17年３月16日)

及び「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正に関する適用指針」(企

業会計基準適用指針第７号　平成17

年３月16日)を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ41百万

円増加しております。

 ――――― (役員賞与に関する会計基準)

当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

66百万円減少しております。 

 ―――――
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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)

前事業年度
(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、27,600百万円であり

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。 

 ―――――

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）

(中間貸借対照表関係)

１ 匿名組合等への出資

従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

いた匿名組合等への出資(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)につきましては、「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12月１日より適用となったこと及び「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

会計期間末より「投資有価証券」に含めて表示すること

といたしました。

なお、前中間会計期間末及び当中間会計期間末における

当該出資の額は、それぞれ110百万円及び133百万円であ

ります。

 　　　　　　　　　　―――――

 

 

２ 長期貸付金

従来、区分掲記していた「長期貸付金」につきましては、

資産の総額の100分の５以下であり、金額的重要性がな

いため、当中間会計期間末より投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示することといたしました。

なお、当中間会計期間末における「長期貸付金」は78百

万円であります。
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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）

(中間損益計算書関係)

保険受取額

従来、営業外収益の「その他」に含めて表示していた

「保険受取額」につきましては、金額的重要性が増した

ため、当中間会計期間より区分掲記することといたしま

した。

なお、前中間会計期間における「保険受取額」は14百万

円であります。

 (中間損益計算書関係) 

保険受取額及び為替差損

従来、区分掲記していた「保険受取額」及び「為替差

損」につきましては、金額的重要性がないため、当中間

会計期間より「その他」に含めて表示することといたし

ました。

なお、当中間会計期間における「保険受取額」及び「為

替差損」はそれぞれ２百万円及び３百万円であります。
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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　たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は660百万円であります。

※１　たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は637百万円であります。

※１　たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は482百万円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 3,527百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 3,893百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 3,666百万円

　３　偶発債務

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。

　３　偶発債務

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。

　３　偶発債務

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。

被保証者 保証金額

従業員(15名) 7百万円

被保証者 保証金額

従業員(9名) 2百万円

被保証者 保証金額

従業員(11名) 3百万円

 ※４　　　　―――――  ※４　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、次の満期手形が中間会計

　　　 期間末日残高に含まれており

　　　 ます。

　　　　　受取手形　　14百万円　　　

　

　

 ※４　　　　―――――
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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　特別利益の主要項目 ※１　特別利益の主要項目 ※１　特別利益の主要項目

土地売却益 12百万円

投資有価証券

売却益
316百万円

投資損失引当金

戻入益
11百万円

貸倒引当金

戻入益
12百万円

ソフトウェア売却益 18百万円

投資有価証券

売却益
12百万円

土地売却益 12百万円

投資有価証券

売却益
316百万円

投資損失引当金

戻入益
11百万円

※２　特別損失の主要項目 ※２　特別損失の主要項目 ※２　特別損失の主要項目

固定資産

除却損
38百万円

減損損失 28百万円

関係会社

整理損
73百万円

投資有価証券

評価損
4百万円

ゴルフ会員権等

評価損
18百万円

固定資産

除却損
27百万円

投資有価証券

評価損
3百万円

固定資産

売廃却損
63百万円

減損損失 28百万円

関係会社

整理損
133百万円

投資有価証券

評価損
22百万円

ゴルフ会員権等

評価損
29百万円

なお、関係会社整理損は連結子

会社であるZENRIN EUROPE B.V.

の清算に係る損失であります。

 なお、固定資産売廃却損のうち

固定資産売却損の内訳は以下の

とおりであります。

    建物 1百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 242百万円

無形固定資産 946百万円

有形固定資産 234百万円

無形固定資産 983百万円

有形固定資産 512百万円

無形固定資産 1,898百万円

　４　減損損失 　４　　　 ――――― 　４　減損損失

当社は、減損会計の適用にあた

り、事業資産については管理会

計上の事業区分に基づく製品グ

ループ別に、本社等の事業資産

については共用資産として、ま

た、遊休資産及び賃貸資産につ

いては個別物件毎にグルーピン

グしております。

当中間会計期間において減損の

要否の判定を行い、将来の使用

が見込まれていない遊休資産に

ついて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、この減少額を

「減損損失」として特別損失に

計上いたしました。

 

 

当社は、減損会計の適用にあた

り、事業資産については管理会

計上の事業区分に基づく製品グ

ループ別に、本社等の事業資産

については共用資産として、ま

た、遊休資産及び賃貸資産につ

いては個別物件毎にグルーピン

グしております。

当事業年度において減損の要否

の判定を行い、将来の使用が見

込まれていない遊休資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、この減少額を「減損

損失」として特別損失に計上い

たしました。
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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)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

その内訳は以下のとおりであり

ます。

その内訳は以下のとおりであり

ます。

用途(場所) 種類
減損損失
(百万円)

遊休資産
(長崎県長崎市)

土地 28

用途(場所) 種類
減損損失
(百万円)

遊休資産
(長崎県長崎市)

土地 28

なお、遊休資産に係る回収可能

価額は、不動産鑑定評価額に基

づく正味売却価額により算定し

ております。

なお、遊休資産に係る回収可能

価額は、不動産鑑定評価額に基

づく正味売却価額により算定し

ております。

　５　当社の売上高は、季節的変動が

著しく、事業年度の下半期に売

上が集中する傾向にあります。

 　５　　　 　同左 　５　　　 ―――――
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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）

 自己株式     

 　普通株式　 357 381 0 738

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加381千株は、取締役会決議による取得380千株及び単元未満株主の買取請

求に基づく取得0千株であります。

　　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。
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①　リース取引

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及び期末残高

相当額

 

工具、

器具及び

備品

 
車両

運搬具
 計

 (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額

相当額
550  20  570

減価償却累

計額相当額
277  18  296

中間期末

残高相当額
272  2  274

 

工具、

器具及び

備品

 
車両

運搬具
 計

 (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額

相当額
815  8  823

減価償却累

計額相当額
205  8  213

中間期末

残高相当額
610  ―  610

 

工具、

器具及び

備品

 
車両

運搬具
 計

 (百万円)  (百万円)  (百万円)

取得価額

相当額
723  20  743

減価償却累

計額相当額
249  19  268

期末残高

相当額
474  0  475

２　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

２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 101百万円

１年超 175

計 277百万円

１年以内 182百万円

１年超 433

計 616百万円

１年以内 143百万円

１年超 334

計 478百万円

３　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

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 79百万円

減価償却費相当額 75百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 97百万円

減価償却費相当額 90百万円

支払利息相当額 9百万円

支払リース料 153百万円

減価償却費相当額 145百万円

支払利息相当額 9百万円

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

 

 

 

 

(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。
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②　有価証券

前中間会計期間末(平成17年９月30日)及び当中間会計期間末(平成18年９月30日)並びに前事業年度末(平成18年３

月31日)

　時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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)

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)

 ──────  ────── 　当社は平成18年５月26日開催の取締

役会において、経営環境の変化に対応

した機動的な資本政策の遂行を可能と

するため、会社法第156条の規定に基

づき、自己株式を買い受けることを決

議いたしました。

　自己株式取得の内容は次のとおりで

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　

　　　　1,000千株（上限）

　(3) 株式の取得価額の総額

　　　　3,000百万円（上限）

　(4) 取得する期間

　　　　平成18年５月29日～

　　　　平成18年６月20日
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