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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 9,702 2.2 2,529 2.0 2,564 1.5

17年 9月中間期 9,498 6.3 2,479 2.3 2,528 3.5

18年 3月期 19,762 5,333 5,426

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 1,510 0.5 46 07

17年 9月中間期 1,502 4.3 45 97

18年 3月期 3,178 95 71

(注)①期中平均株式数 18年 9月中間期  32,778,234株 17年 9月中間期 32,677,029株 18年 3月期 32,676,574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 47,942 42,680 89.0 1,302 11

17年 9月中間期 44,643 40,162 90.0 1,225 18

18年 3月期 46,544 41,686 89.6 1,270 18

(注)①期末発行済株式数 18年 9月中間期 32,778,074株 17年 9月中間期 32,780,745株 18年 3月期  32,778,777株

②期末自己株式数 18年 9月中間期     30,609株 17年 9月中間期 27,938株 18年 3月期   29,906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 20,800 4,860 2,790

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　83円56銭（予想年間期中平均株式数による）

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 15.00 15.00 30.00

19年 ３月期（実績） 15.00 －
30.00

19年 ３月期（予想） － 15.00

 

※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。実際

の業績は、予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記予想に関わる事項は、添付資料の11ページをご参照下さい。
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７．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 18,359,736 15,157,583 18,118,522

２．受取手形 ※４ 670,276 613,903 663,213

３．売掛金 3,823,383 4,438,783 3,557,152

４．たな卸資産 2,789,732 2,834,665 2,799,664

５．その他 361,161 555,233 358,840

６．貸倒引当金 △3,033 △3,322 △2,822

流動資産合計 26,001,257 58.2 23,596,847 49.2 △2,404,409 25,494,571 54.8

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物 4,356,502 4,122,703 4,251,414

(2)機械及び装置 1,967,050 2,013,715 2,121,046

(3)土地 3,921,375 3,914,970 3,914,970

(4)建設仮勘定 － 4,759,546 1,746,366

(5)その他 627,669 266,892 262,227

有形固定資産
合計

10,872,597 15,077,827 4,205,230 12,296,025

２．無形固定資産 14,900 23,803 8,902 16,607

３．投資その他の
資産

(1)投資有価証券 1,886,882 2,167,612 2,460,337

(2)関係会社株式 3,606,502 5,094,185 4,353,052

(3)関係会社長期
貸付金

73,573 76,635 76,355

(4)投資不動産 ※２ 808,843 573,537 567,935

(5)その他 1,387,052 1,340,293 1,288,149

(6)貸倒引当金 △8,409 △8,413 △8,413

投資その他の
資産合計

7,754,444 9,243,850 1,489,406 8,737,416

固定資産合計 18,641,942 41.8 24,345,481 50.8 5,703,539 21,050,049 45.2

資産合計 44,643,199 100.0 47,942,329 100.0 3,299,129 46,544,620 100.0
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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．支払手形 ※４ 707,293 704,691 672,031

２．買掛金 779,792 886,906 765,953

３．未払金 718,209 894,375 617,523

４．未払法人税等 1,137,378 1,086,139 1,279,188

５．賞与引当金 144,934 149,454 145,848

６．その他 ※３ 237,591 846,446 503,072

流動負債合計 3,725,200 8.3 4,568,013 9.5 842,813 3,983,618 8.5

Ⅱ．固定負債

１．退職給付引当
金

537,495 596,043 564,487

２．その他 218,198 97,612 310,329

固定負債合計 755,693 1.7 693,655 1.5 △62,037 874,816 1.9

負債合計 4,480,894 10.0 5,261,669 11.0 780,775 4,858,434 10.4

（資本の部）

Ⅰ．資本金 7,095,096 15.9 － － △7,095,096 7,095,096 15.2

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 7,833,869 － 7,833,869

資本剰余金合計 7,833,869 17.6 － － △7,833,869 7,833,869 16.8

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 441,000 － 441,000

２．任意積立金 7,907,578 － 7,907,578

３．中間（当期）
未処分利益

16,882,195 － 18,066,857

利益剰余金合計 25,230,773 56.5 － － △25,230,773 26,415,436 56.8

Ⅳ．その他有価証券
評価差額金

105,654 0.2 － － △105,654 450,873 1.0

Ⅴ．自己株式 △103,087 △0.2 － － 103,087 △109,089 △0.2

資本合計 40,162,305 90.0 － － △40,162,305 41,686,186 89.6

負債及び資本合
計

44,643,199 100.0 － － △44,643,199 46,544,620 100.0
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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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１ 資本金 － － 7,095,096 14.8 7,095,096 － －

２ 資本剰余金

(1)資本準備金 － 7,833,869 －

資本剰余金合計 － － 7,833,869 16.3 7,833,869 － －

３ 利益剰余金

(1)利益準備金 － 441,000 －

(2)その他の利益
剰余金

特別償却準備
金

－ 82,348 －

別途積立金 － 7,820,000 －

繰越利益剰余
金

－ 19,039,141 －

利益剰余金合計 － － 27,382,489 57.1 27,382,489 － －

４ 自己株式 － － △110,950 △0.2 △110,950 － －

株主資本合計 － － 42,200,504 88.0 42,200,504 － －

Ⅱ．評価・換算差額
等

１ その他有価証券
評価差額金

－ － 266,594 0.6 266,594 － －

２ 繰延ヘッジ損益 － － 213,562 0.4 213,562 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 480,156 1.0 480,156 － －

純資産合計 － － 42,680,660 89.0 42,680,660 － －

負債純資産合計 － － 47,942,329 100.0 47,942,329 － －
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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 9,498,581 100.0 9,702,891 100.0 204,310 19,762,014 100.0

Ⅱ．売上原価 5,468,922 57.6 5,653,582 58.3 184,659 11,335,833 57.4

　売上総利益 4,029,658 42.4 4,049,309 41.7 19,650 8,426,181 42.6

Ⅲ．販売費及び一般
管理費

1,549,783 16.3 1,519,624 15.6 △30,159 3,092,642 15.6

　営業利益 2,479,874 26.1 2,529,684 26.1 49,809 5,333,538 27.0

Ⅳ．営業外収益 ※１ 89,822 0.9 89,992 0.9 169 166,341 0.9

Ⅴ．営業外費用 ※２ 41,678 0.4 54,702 0.6 13,023 73,207 0.4

　経常利益 2,528,018 26.6 2,564,974 26.4 36,955 5,426,672 27.5

Ⅵ．特別利益 ※３ － － － － － 15,647 0.1

Ⅶ．特別損失 ※４ 4,794 0.0 11,963 0.1 7,168 111,017 0.6

税引前中間（当
期）純利益

2,523,224 26.6 2,553,010 26.3 29,786 5,331,302 27.0

法人税、住民税
及び事業税

1,085,000 1,050,000  2,287,000

法人税等調整額 △63,970 1,021,029 10.8 △7,007 1,042,992 10.7 21,962 △134,265 2,152,734 10.9

中間（当期）純
利益

1,502,194 15.8 1,510,018 15.6 7,824 3,178,568 16.1

前期繰越利益 15,931,549 － △15,931,549 15,931,549

自己株式処分差
額

593,500 － △593,500 593,500

中間配当額 － － － 491,711

合併による未処
分利益受入額

41,951 － △41,951 41,951

中間（当期）未
処分利益

16,882,195 － △16,882,195 18,066,857
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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 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
合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 7,095,096 7,833,869 7,833,869 441,000 87,578 7,820,000 18,066,857 26,415,436 △109,089 41,235,312

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の繰入れ

（注１）
32,366 △32,366 －  －

特別償却準備金の取崩し

（注２）
△37,597 37,597 －  －

剰余金の配当（注３） △491,681 △491,681  △491,681

役員賞与（注３） △51,100 △51,100  △51,100

中間純利益 1,510,018 1,510,018  1,510,018

自己株式の取得   △2,476 △2,476

自己株式の処分 △183 △183 614 430

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
－ － － － △5,230 － 972,283 976,053 △1,861 965,191

平成18年９月30日　残高 7,095,096 7,833,869 7,833,869 441,000 82,348 7,820,000 19,039,141 27,382,489 △110,950 42,200,504

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 450,873 － 450,873 41,686,186

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の繰入れ

（注１）
   －

特別償却準備金の取崩し

（注２）
   －

剰余金の配当（注３）    △491,681

役員賞与（注３）    △51,100

中間純利益    1,510,018

自己株式の取得    △2,476

自己株式の処分    430

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△184,279 213,562 29,282 29,282

中間会計期間中の変動額合計 △184,279 213,562 29,282 994,474

平成18年９月30日　残高 266,594 213,562 480,156 42,680,660

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による繰入れ28,907千円、
　　　　　当中間会計期間末の決算手続による繰入れ3,459千円であります。
　　　２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による取崩し26,745千円、
　　　　　当中間会計期間末の決算手続による取崩し10,851千円であります。
　　　３．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．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 その他有価証券 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）

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）

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

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

商品　　個別法による原価法

製品　　個別法による原価法

原材料　移動平均法による原価法

仕掛品　個別法による原価法

貯蔵品　最終仕入原価法による原

価法

(3)たな卸資産

同左

(3)たな卸資産

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

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得し、又は事業の用に供した

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、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年均等償却によってお

ります。

　主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　 15年～50年

機械及び装置　　　　 ９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

　ソフトウエア（自社利用分）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

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

定額法

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

(4)投資不動産

定率法

(4)投資不動産

同左

(4)投資不動産

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、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

　従業員に対して支給する賞与の

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

(3)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。

　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)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。

　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。

　過去勤務債務は、その発生時に

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

定額法により費用処理しておりま

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。

　なお、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。

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．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
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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)

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債務につい

ては振当処理を採用しておりま

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 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

通貨スワップ

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

為替変動により損失発生の可

能性がある在外子会社からの

原料輸入に伴う仕入債務

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

　当社経営会議で承認された基

本方針に従って、経営管理室が

取引の管理・実行を行っており、

経営会議に定期的に報告してお

ります。また、取引の契約先は

信用度の高い金融機関に限定し

ております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、これらの変動額を

基礎にして判定しております。

(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

７．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。

　これにより、税引前当期純利益が

45,239千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き各

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42,467,098千円でありま

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）

　「建設仮勘定」は、前中間期まで、有形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末におい

て資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間期末の「建設仮勘定」の金額は350,852千

円であります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

13,507,388千円 14,216,001千円 13,892,330千円

※２．投資不動産の減価償却

累計額

76,879千円 86,245千円 69,799千円

※３．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。

同左 ────── 

※４．中間期末日満期手形 ────── 　中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理して

おります。当中間会計期間末日満期

手形の金額は、次のとおりでありま

す。

 受取手形 87,403千円 

 支払手形 80,988千円 

────── 

（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の主要項目 受取利息 3,097千円

受取配当金 3,414

為替差益 46,479

受取家賃 23,887

受取利息 2,246千円

受取配当金 27,615

為替差益 29,160

受取家賃 17,756

受取利息 6,435千円

受取配当金 5,930

為替差益 89,409

受取家賃 42,240

※２．営業外費用の主要項目 海外新事業費用 16,994千円 海外新事業費用 30,864千円 海外新事業費用 40,610千円

※３．特別利益の主要項目 ────── 

 

────── 

 

固定資産売却益 15,647千円

※４．特別損失の主要項目 固定資産除却損 4,609千円

  

海外事業販売網整

備損
2,896千円

役員保険解約損 8,016

海外事業販売網整

備損
57,304千円

減損損失 45,239

　５．減価償却実施額 有形固定資産 381,066千円

無形固定資産 1,984

投資不動産 4,264

有形固定資産 372,326千円

無形固定資産 1,774

投資不動産 3,380

有形固定資産 817,068千円

無形固定資産 4,239

投資不動産 7,033
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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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 　　普通株式（注） 29 0 0 30

合計 29 0 0 30

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取による増加及び買受による減少であります。

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、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
産のその他

48,803 13,223 35,580

合計 48,803 13,223 35,580

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
産のその他

72,723 20,393 52,330

合計 72,723 20,393 52,330

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)

有形固定資
産のその他

71,839 15,935 55,903

合計 71,839 15,935 55,903

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

・「有形固定資産のその他」は工具・器具

及び備品であります。

(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

１年内 9,442千円

１年超 26,609千円

合計 36,051千円

１年内 14,025千円

１年超 39,132千円

合計 53,158千円

１年内 13,829千円

１年超 42,880千円

合計 56,710千円

(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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 5,726千円

減価償却費相当額 5,308千円

支払利息相当額 582千円

支払リース料 8,063千円

減価償却費相当額 7,521千円

支払利息相当額 757千円

支払リース料 10,896千円

減価償却費相当額 10,120千円

支払利息相当額 1,120千円

(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。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5）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。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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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における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。

（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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

1,225円18銭      1,302円11銭         1,270円18銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

45円97銭   46円07銭   95円71銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

し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

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（追加情報）

　「1株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間会計

期間から繰延ヘッジ損益（税効果調整

後）の金額を普通株式に係る中間期末

の純資産額に含めております。

　なお、前事業会計年度末において採

用していた方法により算定した当中間

会計期間末の１株当たり純資産額は、

1,295.59円であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

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)

中間（当期）純利益（千円） 1,502,194 1,510,018 3,178,568

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 51,100

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) (51,100)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,502,194 1,510,018 3,127,468

期中平均株式数（千株） 32,677 32,778 32,676
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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)

　　　　───────────── （自己株式の取得に関する事項の決定）

　　平成18年10月13日開催の当社取締役会に

　おいて、会社法165条第３項の規定により

　読み替え適用される同法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。その概要は次の通りであり

　ます。

　１．自己株式の取得を行う理由

　　　　株主への一層の利益還元と企業環境

　　　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、自己株式の取

　　　得を行うものであります。

　２．取得の内容

　　　(1)　取得する株式の種類

　　　　　　当社普通株式

　　　(2)　取得する株式の総数

　　　　　　2,000,000株（上限）（発行済

　　　　　　株式総数に対する割合6.1％）

　　　(3)　株式の取得価額の総額

　　　　　　6,000,000千円（上限）

　　　(4)　取得の時期

　　　　　　平成18年10月16日から平成19年

　　　　　　４月27日まで

　　　　─────────────
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