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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 9,809 (△8.3) 832 (△23.2) 858 (△21.7)

17年９月中間期 10,700 (△8.4) 1,083 ( △5.4) 1,095 ( △6.6)

18年３月期 22,744 2,333 2,351

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 485 (△25.0) 29 98

17年９月中間期 647 (   5.6) 79 90

18年３月期 1,125 69 51

（注） ①期中平均株式数 18年９月中間期 16,198,000株 17年９月中間期 8,099,000株 18年３月期 16,198,000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。

④平成17年11月18日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

(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 16,242 9,674 59.6 597 26

17年９月中間期 16,891 8,949 53.0 1,105 01

18年３月期 16,808 9,535 56.7 588 67

（注） ①期末発行済株式数 18年９月中間期 16,198,000株 17年９月中間期 8,099,000株 18年３月期 16,198,000株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 2,000株 17年９月中間期 1,000株 18年３月期     2,000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 24,300  2,650  1,564  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　96円56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 － 18 18

19年３月期（実績） － －  

19年３月期（予想） － 20 20

（注）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7～8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）
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  6,143,950   6,329,402   5,355,337   

２　受取手形　  12,223   3,131   23,912   

３　売掛金  3,549,875   2,597,857   4,299,771   

４　有価証券  400,037   400,036   400,004   

５　たな卸資産  646,206   464,298   433,472   

６　その他  697,903   593,685   598,957   

貸倒引当金  △247   △288   △140   

流動資産合計   11,449,948 67.8  10,388,124 64.0  11,111,316 66.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  816,108   846,412   906,604   

(2）工具器具備品  712,946   698,789   620,947   

(3）その他  78   －   78   

有形固定資産合計   1,529,133 9.1  1,545,202 9.5  1,527,629 9.1

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  514,998   512,923   502,868   

(2）その他  350   0   350   

無形固定資産合計   515,348 3.0  512,924 3.2  503,218 3.0

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,116,939   1,323,555   1,307,195   

(2）敷金  1,006,216   1,006,696   1,007,854   

(3）繰延税金資産  1,207,118   1,248,873   1,247,123   

(4）その他  66,558   216,879   104,599   

投資その他の資産
合計

  3,396,833 20.1  3,796,004 23.3  3,666,773 21.8

固定資産合計   5,441,315 32.2  5,854,130 36.0  5,697,621 33.9

資産合計   16,891,263 100.0  16,242,254 100.0  16,808,938 100.0
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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  2,744,109   1,791,656   2,435,903   

２　設備未払金  635,070   255,609   80,542   

３　未払法人税等  439,500   339,860   309,199   

４　賞与引当金  655,524   603,490   612,154   

５　その他  912,297   1,265,339   1,310,930   

流動負債合計   5,386,502 31.9  4,255,957 26.2  4,748,730 28.3

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  2,466,480   2,189,719   2,419,912   

２　役員退職慰労引当
金

 80,700   115,050   97,570   

３　預り保証金  6,566   6,566   6,566   

４　その他  1,550   611   925   

固定負債合計   2,555,296 15.1  2,311,946 14.2  2,524,974 15.0

負債合計   7,941,799 47.0  6,567,904 40.4  7,273,705 43.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,367,687 8.1  － －  1,367,687 8.1

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,461,277   －   1,461,277   

資本剰余金合計   1,461,277 8.7  － －  1,461,277 8.7

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  157,500   －   157,500   

２　任意積立金  3,820,000   －   3,820,000   

３　中間（当期）未処
分利益

 1,940,357   －   2,419,203   

利益剰余金合計   5,917,857 35.0  － －  6,396,703 38.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  203,589 1.2  － －  310,512 1.8

Ⅴ　自己株式   △947 △0.0  － －  △947 △0.0

資本合計   8,949,464 53.0  － －  9,535,232 56.7

負債資本合計   16,891,263 100.0  － －  16,808,938 100.0
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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  － － 1,367,687 8.4  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,461,277 －  

資本剰余金合計  － － 1,461,277 9.0  － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 157,500 －

(2）その他利益剰余
金

     

任意積立金  － 4,820,000 －  

繰越利益剰余金  － 1,613,253 －  

利益剰余金合計  － － 6,590,753 40.6  － －

４　自己株式  － － △947 △0.0  － －

株主資本合計  － － 9,418,771 58.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価
差額金

 － － 255,579 1.6  － －

評価・換算差額等合
計

 － － 255,579 1.6  － －

純資産合計  － － 9,674,350 59.6  － －

負債純資産合計  － － 16,242,254 100.0  － －
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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   10,700,053 100.0  9,809,997 100.0  22,744,157 100.0

Ⅱ　売上原価   7,804,496 72.9  7,289,792 74.3  16,570,857 72.9

売上総利益   2,895,557 27.1  2,520,204 25.7  6,173,300 27.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,812,026 17.0  1,687,520 17.2  3,839,826 16.9

営業利益   1,083,531 10.1  832,684 8.5  2,333,473 10.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,376 0.1  25,489 0.2  18,309 0.1

Ⅴ　営業外費用   7 0.0  135 0.0  － －

経常利益   1,095,899 10.2  858,038 8.7  2,351,782 10.3

Ⅵ　特別利益 ※２  1,925 0.0  80 0.0  38,885 0.2

Ⅶ　特別損失 ※３  18,984 0.1  16,335 0.1  549,190 2.4

税引前中間（当
期）純利益

  1,078,840 10.1  841,783 8.6  1,841,478 8.1

法人税、住民税及
び事業税

 408,119   312,882   704,788   

法人税等調整額  23,634 431,753 4.1 43,285 356,168 3.6 10,757 715,546 3.1

中間（当期）純利
益

  647,086 6.0  485,614 5.0  1,125,932 5.0

前期繰越利益   1,064,571   －   1,064,571  

子会社合併に伴う
未処分利益受入額

  231,698   －   231,698  

合併による子会社
株式消却額

  △3,000   －   △3,000  

中間（当期）未処
分利益

  1,940,357   －   2,419,203  
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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
金合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 (千円) 1,367,687 1,461,277 1,461,277 157,500 3,820,000 2,419,203 6,396,703 △947 9,224,720

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 （注）     1,000,000 △1,000,000   －

剰余金の配当 （注）      △291,564 △291,564  △291,564

中間純利益      485,614 485,614  485,614

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)
－ － － － 1,000,000 △805,949 194,050 － 194,050

平成18年９月30日残高 (千円) 1,367,687 1,461,277 1,461,277 157,500 4,820,000 1,613,253 6,590,753 △947 9,418,771

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) 310,512 310,512 9,535,232

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 （注）   －

剰余金の配当 （注）   △291,564

中間純利益   485,614

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△54,932 △54,932 △54,932

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円)
△54,932 △54,932 139,118

平成18年９月30日残高 (千円) 255,579 255,579 9,674,350

 （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　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

　　　　同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

　　　　同左

②　子会社株式

移動平均法による原価法

②　子会社株式

　　　　同左

②　子会社株式

　　　　同左

③　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出）

③　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出）

③　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出）

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………個別法による原価法

仕掛品……個別法による原価法

貯蔵品……先入先出法による原価

法

(2）たな卸資産

商品………同左

仕掛品……同左

貯蔵品……同左

(2）たな卸資産

商品………同左

仕掛品……同左

貯蔵品……同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

      なお、主な耐用年数は、以下

    のとおりであります。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

       なお、主な耐用年数は、以下

     のとおりであります。

     建物                 ３～39年

     工具器具備品　　　　 ２～20年

     その他                   ６年

 （追加情報）

　平成10年度の法人税法の改正に

伴い、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備は除く)

については、当中間会計期間から

定額法を採用しております。尚、

平成10年４月１日以降前事業年度

末までに取得したものはありませ

ん。これに伴う損益の影響は軽微

であります。

    建物　　　　　　　　 ３～39年

    工具器具備品　　     ２～20年

──────

 

──────

　　 建物　　　　　　　　 ３～39年

　　 車両運搬具　　　　       ６年

　　 工具器具備品　　     ２～20年

 （追加情報）

　平成10年度の法人税法の改正に

伴い、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備は除く)

については、当事業年度から定額

法を採用しております。なお、平

成10年４月１日以降前事業年度末

までに取得したものはありません。

これに伴う損益の影響は軽微であ

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）

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　市場販売目的のソフトウェア

は、製品ごとの未償却残高を

見込販売収益を基礎として当

期の実績販売収益に対応して

計算した金額と残存有効期間

に基づく均等配分額のいずれ

か多い金額で償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

①　　　　同左

(2）無形固定資産

①　　　　同左

②　自社利用目的のソフトウェア

は、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法に

よっております。

②　　　　同左 ②　　　　同左

③　その他の無形固定資産

  定額法

―――――

 

③　その他の無形固定資産

  定額法

(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

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

実績率等により、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。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会

計期間における負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支出に備え

るため、当事業年度末における退

職給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間期末において

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（10年）による定額法に

より、それぞれ発生年度から費用

処理しております。数理計算上の

差異は、その発生時の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、それぞれ発

生年度の翌年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

　従業員の退職給付の支出に備え

るため、当期末における退職給付

債務およ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（10年）による定額法に

より、それぞれ発生年度から費用

処理しております。数理計算上の

差異は、その発生時の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、それぞれ発

生年度の翌年から費用処理してお

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出

に備えるため、内規に基づく支給

見積額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

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）

４　リース取引の会計処理

　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。

４　リース取引の会計処理

同左

４　リース取引の会計処理

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

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。なお、仮払

消費税等および預り消費税等は相

殺のうえ、流動負債「その他」に

含めて表示しております。

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

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

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）

　　　　　―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　当中間会計期間から「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9,674,350千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

財務諸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

2,365,239千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   2,677,608千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         2,582,519千円

（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　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 699千円

受取配当金 4,071千円

保険配当金 5,216千円

受取利息  3,657千円

受取配当金  4,731千円

保険配当金 5,202千円

保険金収入 5,851千円

受取利息 1,775千円

受取配当金 5,027千円

保険配当金 6,302千円

受取手数料 2,770千円

※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 1,925千円

  

  

  

投資有価証券売却益 80千円

  

  

  

貸倒引当金戻入額 2,033千円

投資有価証券売却益 7,982千円

固定資産売却益 28,870千円

固定資産売却益の内容

工具器具備品 28,870千円

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

固定資産処分損 18,984千円 固定資産処分損  16,335千円 固定資産処分損   32,765千円

固定資産処分損の内容 固定資産処分損の内容 固定資産処分損の内容

建物附属設備

（除却損）
15,199千円

工具器具備品

（除却損）
2,510千円

ソフトウェア

（除却損）
1,274千円

計 18,984千円

建物附属設備

（除却損）
 1,861千円

工具器具備品

（除却損）
 8,608千円

ソフトウェア

（除却損）
 4,804千円

その他   1,060千円

計  16,335千円

建物附属設備

（除却損）
 25,760千円

工具器具備品

（除却損）
  5,650千円

ソフトウェア

（除却損）
 1,274千円

その他      80千円

計   32,765千円

関係会社株式評価

損

 16,424千円

調停和解金 500,000千円

調停和解金の内容

　東京簡易裁判所に行った新規

取引先向けのアウトソーシング

サービス契約の解消申し入れに

伴う損害賠償債務不存在の調停

の申立に対し、同裁判所から受

け入れた調停和解金でありま

す。 

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 159,396千円

無形固定資産 149,521千円

有形固定資産 193,771千円

無形固定資産 82,069千円

有形固定資産  407,739千円

無形固定資産 286,823千円

－ 10 －



（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 2 － － 2

合計 2 － － 2
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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

（借主側） （借主側） （借主側）

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

 工具器具備品

取得価額相当額 1,126,828千円

減価償却累計額相当額 631,418千円

減損損失累計額相当額 2,529千円

中間期末残高相当額 492.880千円

 工具器具備品

取得価額相当額 1,094,988千円

減価償却累計額相当額   795,290千円

減損損失累計額相当額     1,906千円

中間期末残高相当額   297,791千円

 工具器具備品

取得価額相当額 1,133,353千円

減価償却累計額相当額 748,050千円

減損損失累計額相当額 1,906千円

期末残高相当額 383,397千円

２　未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期末

残高

 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

額及びリース資産減損勘定中間期末

残高

 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及

びリース資産減損勘定期末残高

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 236,533千円

１年超 280,382千円

合計 516,915千円

１年以内      206,994千円

１年超     100,886千円

合計      307,880千円

１年以内 222,530千円

１年超 183,678千円

合計 406,208千円

リース資産減損勘定中間期末残高

1,550千円

リース資産減損勘定中間期末残高

     611千円

リース資産減損勘定期末残高

925千円

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 223,738千円

リース資産減損勘

定の取崩額
469千円

減価償却費相当額 212,166千円

支払利息相当額 6,899千円

支払リース料   123,824千円

リース資産減損勘

定の取崩額
   313千円

減価償却費相当額   116,762千円

支払利息相当額    2,542千円

支払リース料 265,355千円

リース資産減損勘

定の取崩額
1,094千円

減価償却費相当額 255,350千円

支払利息相当額 8,948千円

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

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

（借主側） （借主側） （借主側）

未経過リース料 未経過リース料 ──────

１年以内 44,349千円

１年超 ― 千円

合計 44,349千円

１年以内       10,798千円

１年超  11,392千円

合計       22,190千円
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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）、当中間会計期間末（平成18年９月30日）および前事業年度末（平成

18年３月31日）において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）

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 1,105円01銭

１株当たり中間純利益 79円90銭

１株当たり純資産額    597円26銭

１株当たり中間純利益   29円98銭

１株当たり純資産額    588円67銭

１株当たり当期純利益    69円51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、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

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
29円75銭

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、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

における１株当たり情報については以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額    552円50銭

１株当たり中間純利益    39円95銭

　また、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
69円25銭

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、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株当たり情報については以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額    493円63銭

１株当たり当期純利益    75円98銭

　また、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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

中間（当期）純利益（千円） 647,086 485,614 1,125,932

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）
647,086 485,614 1,125,932

期中平均株式（千株） 8,099 16,198 16,198

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 122 60

 （うち新株予約権） － (122) (60)

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

利益の金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要

 　新株予約権　１種類

　（ストックオプション）

　　　　　　　　3,774個

 　　　　　－  　　　　　－
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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）

　株式分割

　平成17年５月２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する予定であり

ます。

(1)平成17年11月18日付をもって普

通株式１株につき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　8,100,000株

②分割方法

平成17年９月30日最終の株主名

簿およ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２株の割合をもって分割

します。

　(2)配当起算日

　　 平成17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および

前事業年度における１株当たり情報な

ら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株当た

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

 純資産

    453.15円

 １株当たり

 純資産

 　 552.50円

 １株当たり

 純資産

　　493.63円

 １株当たり

 中間純利益

　　 37.85円

 １株当たり

 中間純利益

 　  39.95円

 １株当たり

 当期純利益

　　 75.98円

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益

　　　　－円

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益

　　　　－円

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

　　　　－円

           ――――――
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