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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 3,450 (  4.6) 245 (  6.6) 250 (  6.4)

17年９月中間期 3,298 (  7.4) 229 (  4.7) 235 ( 10.7)

18年３月期 7,172 513 518

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 140 (  3.4) 67 28

17年９月中間期 135 (  0.9) 97 44

18年３月期 294 141 13

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 2,084,073株 17年９月中間期 1,391,453株 18年３月期 2,086,435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 3,652 2,347 64.3 1,126 53

17年９月中間期 3,551 2,122 59.8 1,525 61

18年３月期 3,830 2,302 60.1 1,104 79

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 2,083,880株 17年９月中間期 1,391,300株 18年３月期 2,084,470株

②期末自己株式数 18年９月中間期 12,760株 17年９月中間期 6,460株 18年３月期 12,170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 7,664  540  313  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　150円　20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 － 40 40

19年３月期（実績） － －
40

19年３月期（予想） － 40

※　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８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 825,518 911,723 1,052,463

２．売掛金 1,276,574 1,254,299 1,465,645

３．たな卸資産 258,815 206,292 124,602

４．その他 135,261 238,561 107,530

流動資産合計 2,496,170 70.3 2,610,876 71.5 114,706 2,750,243 71.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 86,561 2.4 72,485 2.0 △14,075 78,638 2.0

２．無形固定資産 3,859 0.1 3,753 0.1 △105 3,803 0.1

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

428,509 445,271 455,587

(2）長期性預金 ※２ 200,000 200,000 200,000

(3）その他 336,929 320,316 342,587

貸倒引当金 △173 △173 △173

投資その他の資
産合計

965,265 27.2 965,414 26.4 149 998,000 26.1

固定資産合計 1,055,686 29.7 1,041,653 28.5 △14,032 1,080,442 28.2

資産合計 3,551,856 100.0 3,652,530 100.0 100,673 3,830,685 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 378,318 376,967 460,709

２．短期借入金 430,000 300,000 430,000

３．未払法人税等 125,700 121,050 135,800

４．賞与引当金 190,687 191,383 147,016

５．役員賞与引当
金

－ 18,000 37,000

６．その他 142,468 132,429 142,193

流動負債合計 1,267,174 35.7 1,139,829 31.2 △127,344 1,352,720 35.3

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当
金

22,998 35,169 29,089

２．役員退職慰労
引当金

139,099 129,975 145,977

固定負債合計 162,098 4.5 165,145 4.5 3,046 175,066 4.6

負債合計 1,429,272 40.2 1,304,974 35.7 △124,297 1,527,786 39.9
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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 399,200 11.2 － － △399,200 399,200 10.4

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 338,240 － 338,240

資本剰余金合
計

338,240 9.5 － － △338,240 338,240 8.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 23,700 － 23,700

２．任意積立金 125,000 － 125,000

３．中間(当期)未
処分利益

1,169,129 － 1,328,012

利益剰余金合
計

1,317,829 37.1 － － △1,317,829 1,476,712 38.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

82,693 2.4 － － △82,693 110,511 2.9

 Ⅴ　自己株式 △15,379 △0.4 － － 15,379 △21,765 △0.6

資本合計 2,122,583 59.8 － － △2,122,583 2,302,898 60.1

負債・資本合計 3,551,856 100.0 － － △3,551,856 3,830,685 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 399,200 10.9 399,200 － －

２．資本剰余金

 資本準備金 － 338,240 －

資本剰余金合計 － － 338,240 9.3 338,240 － －

 ３．利益剰余金

  (1)利益準備金 － 23,700 －

　(2)その他利益
　　 剰余金

  　　任意積立金 － 125,000 －

  　　繰越利益剰
   　 余金

－ 1,384,869 －

利益剰余金合計 － － 1,533,569 42.0 1,533,569 － －

　４．自己株式 － － △23,097 △0.6 △23,097 － －

 株主資本合計 － － 2,247,912 61.6 2,247,912 － －

 Ⅱ　評価・換算差
　　 額等

その他有価証券
評価差額金

－ － 99,643 2.7 99,643 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 99,643 2.7 99,643 － －

 純資産合計 － － 2,347,555 64.3 2,347,555 － －

 負債純資産合計 － － 3,652,530 100.0 3,652,530 － －
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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 3,298,137 100.0 3,450,069 100.0 151,932 7,172,028 100.0

Ⅱ　売上原価 2,735,557 82.9 2,880,824 83.5 145,266 5,955,218 83.0

売上総利益 562,579 17.1 569,244 16.5 6,665 1,216,810 17.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

332,634 10.1 324,124 9.4 △8,510 703,322 9.8

営業利益 229,944 7.0 245,120 7.1 15,175 513,487 7.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 11,771 0.3 10,443 0.3 △1,327 16,061 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 6,187 0.2 4,990 0.1 △1,197 11,161 0.2

経常利益 235,528 7.1 250,573 7.3 15,044 518,388 7.2

Ⅵ　特別利益 － － 5,904 0.1 5,904 12,710 0.2

税引前中間（当
期）純利益

235,528 7.1 256,477 7.4 20,948 531,098 7.4

法人税、住民税
及び事業税

120,222 116,537 235,977

法人税等調整額 △20,279 99,942 3.0 △295 116,241 3.3 16,299 652 236,630 3.3

中間（当期）純
利益

135,585 4.1 140,235 4.1 4,649 294,468 4.1

前期繰越利益 1,033,543 － △1,033,543 1,033,543

中間（当期）未
処分利益

1,169,129 － △1,169,129 1,328,012
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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）　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高 399,200 338,240 338,240

当中間会計期間中の変動額

　新株の発行   －

　剰余金の配当   －

　中間純利益   －

　自己株式の取得   －

純資産の部に直接計上された

その他有価証券評価差額金の増減
  －

当中間会計期間中の変動額合計   －

平成18年９月30日残高 399,200 338,240 338,240

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

任意積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 23,700 125,000 1,328,012 1,476,712 △21,765 2,192,387

当中間会計期間中の変動額

　新株の発行    －  －

　剰余金の配当   △83,378 △83,378  △83,378

　中間純利益   140,235 140,235  140,235

　自己株式の取得    － △1,331 △1,331

純資産の部に直接計上された

その他有価証券評価差額金の増減
   －  －

当中間会計期間中の変動額合計   56,856 56,856 △1,331 55,524

平成18年９月30日残高 23,700 125,000 1,384,869 1,533,569 △23,097 2,247,912

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 110,511 110,511 2,302,898

当中間会計期間中の変動額

　新株の発行   －

　剰余金の配当   △83,378

　中間純利益   140,235

　自己株式の取得   △1,331

純資産の部に直接計上された

その他有価証券評価差額金の増減
△10,868 △10,868 △10,868

当中間会計期間中の変動額合計 △10,868 △10,868 44,656

平成18年９月30日残高 99,643 99,643 2,347,555
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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 (1）有価証券 (1）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

①　子会社株式

同左

①　子会社株式

同左

②　その他有価証券 ②　その他有価証券 ②　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、

部分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）によっております。

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、

部分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）によっております。

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、部分

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）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）たな卸資産

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。主な耐

用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　15～39年

器具備品　　　３～15年

　なお、器具備品のうち、特定プロ

ジェクト開発専用のコンピュータ及

び周辺機器については、取得時に当

該プロジェクトの原価として処理し

ております。また、その他のコン

ピュータ及び周辺機器のうち、取得

価額が30万円未満のものについては、

取得時に一括して費用処理しており

ます。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）長期前払費用

　均等償却によっております。償却

期間は２年～５年であります。

(2）長期前払費用

同左

(2）長期前払費用

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．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

能性を勘案して回収不能見込額を

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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、下期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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、翌期支給見込額のうち当期負

担額を計上しております。

 (3）役員賞与引当金

 　―――――─────

 (3）役員賞与引当金

 　役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

 (3）役員賞与引当金

 　役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

　（追加情報）

　役員賞与について、従来、利益

処分により未処分利益の減少とす

る処理を行っておりましたが、当

事業年度から「役員賞与の会計処

理に関する当面の取り扱い」（企

業会計基準委員会実務対応報告第

13号　平成16年3月9日）に基づき、

発生時に費用処理しております。

この結果、従来の方法と比較して、

「営業利益」、「経常利益」及び

「税引前当期純利益」がそれぞれ

37,000千円減少しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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、数理計算上の差異につい

ては、３年による定率法により翌

事業年度から費用処理することと

しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

　また、数理計算上の差異につい

ては、３年による定率法により翌

事業年度から費用処理することと

しております。

(5）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、内規に基づく中間会計期

間末要支給見込額を計上しており

ます。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）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

見込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）

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。

　なお、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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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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。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は2,347,555千円であります。

　なお、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貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────────── 

 

－ 38 －



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

 

34,516

 

千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

 

51,681

 

千円

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

 

44,266

 

千円

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

※２　長期性預金

　　当社は、効率的な資金運用を行うため、

　長期の定期預金の預入を行っております。

　　当該預金の金額及び最終満期日は次のと

　おりであります。

最終満期日  金額

 平成21年８月27日  100,000千円

 平成22年８月23日  100,000千円

 計  200,000千円

　　なお、当社の意向により上記預金を満期

　日前に解約する場合には、清算金を支払う

　必要があります。

  ３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　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。

　　当中間会計期間末における当座貸越契約

　及び貸出コミットメントに係る借入未実行

　残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
1,780,000千円

借入実行残高 280,000千円

差引額 1,500,000千円

　３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　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。

　　当中間会計期間末における当座貸越契約

　及び貸出コミットメントに係る借入未実行

　残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
2,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 2,050,000千円

  ３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　　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。

　　当事業年度末における当座貸越契約及び

　貸出コミットメントに係る借入未実行残高

　等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
2,280,000千円

借入実行残高 280,000千円

差引額 2,000,000千円
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 381千円

受取配当金 6,584千円

投資有価証券評価損

戻入益

 

3,779

 

千円

受取利息 658千円

受取配当金 7,987千円

投資有価証券評価損

戻入益

 

1,027

 

千円

受取利息 911千円

受取配当金 9,094千円

投資有価証券評価損

戻入益

 

4,277

 

千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 4,270千円

支払手数料 1,698千円

支払利息 2,851千円

支払手数料 2,134千円

支払利息 7,331千円

支払手数料 3,362千円

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 9,114千円

無形固定資産 57千円

有形固定資産 7,414千円

無形固定資産 50千円

有形固定資産 18,864千円

無形固定資産 113千円
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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

前会計年度末株式数
（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） 12,170 590 － 12,760

合計 12,170 590 － 12,760

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加590株は、単元未満株式の買取によるものであります。
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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）

１．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

　　　　―――――─────

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）

有形固定資産 2,777 2,083 694

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）

有形固定資産 4,164 416 3,747

(注）取得相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、当中間会計期間

より支払利子込み法により算定しており

ます。なお、この変更による重要な影響

はありません。

(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年内 585千円

１年超 149千円

合計 734千円

１年内 832千円

１年超 2,914千円

合計 3,747千円

 （注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、当中間会計期間より支払利子込

み法により算定しております。なお、こ

の変更による重要な影響はありません。

 

(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 (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 300千円

減価償却費相当額 277千円

支払利息相当額 13千円

支払リース料 416千円

減価償却費相当額 416千円

支払リース料 300千円

減価償却費相当額 277千円

支払利息相当額 13千円

(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。

（注）支払リース料、減価償却相当額及び支

払利息相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、当中間会計期

間より支払利子込み法により算定してお

ります。なお、この変更による重要な変

更はありません。

(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
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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）

(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。

(5）利息相当額の算定方法

―――――─────

(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。

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,040千円

１年超 1,700千円

合計 3,740千円

１年内 1,700千円

１年超 －千円

　合計 1,700千円

１年内 2,040千円

１年超 680千円

合計 2,720千円

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）のいずれにおいても子会社株式で時

価のあるものはありません。

（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。
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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）

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）

　　平成17年７月28日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。

１.株式分割の目的

　　当社株式の流動性向上を図り、個

人投資家層の拡大を目的とするもの

であります。

────────── ──────────

２.株式分割の概要

　　平成17年11月18日付をもって普通

株式１株を1.5株に分割いたしまし

た。

①分割により増加する株式数

　　普通株式　　　　　 698,880株

②分割方法

　　平成17年９月30日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載された株主

の所有株式数を１株につき1.5株の

割合をもって分割いたしました。

③配当起算日

　　平成17年10月１日
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