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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 （百万円未満切り捨て）

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 5,911 (　  8.2) 559 ( △34.7) 564 ( △34.4)

17年９月中間期 5,463 (　 15.9) 856 ( 　17.7) 860 (　 17.8)

18年３月期 11,607 1,799 1,808

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 337 (　－  ) 1,747 22

17年９月中間期 △1,101 (　－  ) △5,696 39

18年３月期 △529 △2,739 83

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期    193,435株 17年９月中間期 193,435株  18年３月期    193,435株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益等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 （百万円未満切り捨て）

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 10,237 7,260 70.9 37,536 10

17年９月中間期 10,093 7,313 72.5 37,809 70

18年３月期 10,489 7,672 73.1 39,665 81

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 193,435株 17年９月中間期 193,435株  18年３月期 193,435株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株  18年３月期 －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）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円  百万円  百万円

通　期 11,900  1,150  700  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　3,618円78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 300 300 600

19年３月期（実績） 300 －
600

19年３月期（予想） － 300

※　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10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）

前事業年度末の
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  960,061   1,830,577   3,447,338   

２．売掛金  2,478,497   3,032,781   2,683,742   

３．有価証券  2,999,927   －   500,000   

４．たな卸資産  14,358   14,147   10,747   

５．繰延税金資産  111,360   93,541   128,723   

６．親会社に対する短期貸
付金 

 －   2,600,000   －   

７．その他  110,160   278,551   236,731   

　　貸倒引当金  △33,107   △24,267   △28,419   

流動資産合計   6,641,258 65.8  7,825,331 76.4  6,978,863 66.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物  37,179   31,441   34,164   

(2) 工具器具及び備品  116,800   152,249   157,067   

有形固定資産合計  153,979   183,690   191,231   

２．無形固定資産  28,400   62,600   57,780   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  2,419,259   1,150,692   2,450,269   

(2) 関係会社株式  668,591   392,018   671,198   

(3) 繰延税金資産  －   483,393   －   

(4) その他  181,952   139,761   139,815   

投資その他の資産
合計

 3,269,803   2,165,866   3,261,282   

固定資産合計   3,452,183 34.2  2,412,157 23.6  3,510,294 33.5

資産合計   10,093,442 100.0  10,237,488 100.0  10,489,158 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  －   4,200   －   

２．買掛金  1,457,536   2,142,980   1,606,794   

３．未払金  476,611   360,944   436,116   

４．未払法人税等  417,557   270,819   473,791   

５．未払消費税等  29,743   12,902   38,204   

６．役員賞与引当金  －   12,000   －   

７．その他  196,715   172,844   246,064   

流動負債合計   2,578,164 25.5  2,976,691 29.1  2,800,971 26.7

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債  201,557   －   15,430   

固定負債合計   201,557 2.0  － －  15,430 0.2

負債合計   2,779,721 27.5  2,976,691 29.1  2,816,402 26.9
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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）

前事業年度末の
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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,113,371 11.1  － －  1,113,371 10.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  806,821   －   806,821   

２．その他資本剰余金  38   －   38   

資本剰余金合計   806,860 8.0  － －  806,860 7.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  7,670   －   7,670   

２．任意積立金  4,117,471   －   4,117,471   

３．中間（当期）未処分利
益

 84,869   －   598,742   

利益剰余金合計   4,210,010 41.7  － －  4,723,883 45.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,183,477 11.7  － －  1,028,640 9.8

資本合計   7,313,720 72.5  － －  7,672,756 73.1

負債資本合計   10,093,442 100.0  － －  10,489,158 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   － －  1,113,371 10.8  － －

　２．資本剰余金           

　  (1) 資本準備金  －   806,821   －   

 　 (2) その他資本剰余金  －   38   －   

 　　 資本剰余金合計   － －  806,860 7.9  － －

　３．利益剰余金           

 　 (1) 利益準備金  －   7,670   －   

 　 (2) その他利益剰余金           

 　　　 任意積立金  －   4,111,726   －   

 　　　 繰越利益剰余金  －   884,430   －   

 　　 利益剰余金合計   － －  5,003,826 48.9  － －

　　株主資本合計   － －  6,924,058 67.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券評価差
額金

  － －  336,738 3.3  － －

評価・換算差額等合計   － －  336,738 3.3  － －

純資産合計   － －  7,260,796 70.9  － －

負債純資産合計   － －  10,237,488 100.0  － －
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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   5,463,688 100.0  5,911,238 100.0  11,607,637 100.0

Ⅱ　売上原価   3,232,964 59.2  3,988,944 67.5  7,024,716 60.5

売上総利益   2,230,724 40.8  1,922,294 32.5  4,582,921 39.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,374,310 25.1  1,362,786 23.0  2,783,364 24.0

営業利益   856,413 15.7  559,508 9.5  1,799,556 15.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,609 0.0  4,575 0.0  9,033 0.1

経常利益   860,023 15.7  564,083 9.5  1,808,590 15.6

Ⅴ　特別利益 ※２  127,159 2.4  287,640 4.9  128,275 1.1

Ⅵ　特別損失 ※３  1,643,673 30.1  272,774 4.6  1,685,072 14.5

税引前中間（当期）純利益又
は純損失（△）

  △656,490 △12.0  578,950 9.8  251,793 2.2

法人税、住民税及び事業税  366,137   231,702   786,668   

法人税等調整額  79,255 445,392 8.2 9,273 240,976 4.1 △4,895 781,772 6.8

中間（当期）純利益又は純損
失（△）

  △1,101,882 △20.2  337,973 5.7  △529,979 △4.6

前期繰越利益   1,186,752   －   1,186,752  

中間配当額   －   －   58,030  

中間（当期）未処分利益   84,869   －   598,742  
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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

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
（注）

平成18年３月31日　残高

 　　　　　　　　　　（千円）
1,113,371 806,821 38 7,670 4,716,213 6,644,115 1,028,640 7,672,756

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

 　　　　　　　　　　（千円）
    △58,030 △58,030  △58,030

中間純利益

 　　　　　　　　　　（千円）
    337,973 337,973  337,973

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）

     － △691,902 △691,902

中間会計期間中の変動額合計

 　　　　　　　　　　（千円）
－ － － － 279,943 279,943 △691,902 △411,959

平成18年９月30日　残高

 　　　　　　　　　　（千円）
1,113,371 806,821 38 7,670 4,996,156 6,924,058 336,738 7,260,796

 （注）その他利益剰余金の内訳

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

合計

平成18年３月31日　残高

 　　　　　　　　　　（千円）
17,471 4,100,000 598,742 4,716,213

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

 　（注）　　　　　　（千円）
  △58,030 △58,030

特別償却準備金の取崩

 　（注）　　　　　　（千円）
△5,744  5,744 －

中間純利益

 　　　　　　　　　　（千円）
  337,973 337,973

中間会計期間中の変動額合計

 　　　　　　　　　　（千円）
△5,744 － 285,687 279,943

平成18年９月30日　残高

 　　　　　　　　　　（千円）
11,726 4,100,000 884,430 4,996,156

 （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

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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

　　　　 同左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

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）

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

 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

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．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。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～18年

工具器具及び備品　２～15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、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（２年）に基づ

く定額法によっております。

(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

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

回収可能性を検討し、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）  ――――――――― (2）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備え

るため、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）  ―――――――――

４．外貨建の資産及び負債の本邦

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。
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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）

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

すると認められているもの以外の

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

６．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

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等および仮

受消費税等は相殺のうえ流動

負債の「未払消費税等」とし

て表示しております。

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　　　　 同左

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

―──────――

 (2）退職金について

当社は、従業員に対する退職

金相当額を毎年度の給与に上

乗せして支給しており、退職

金制度はありません。

(2）退職金について

同左

(2）退職金について

同左

 (3）利益処分方式による特別償却

準備金の取扱い

中間会計期間に係る納付税額

および法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による特別償却準

備金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。

(3）  ――――――――― (3）  ―――――――――

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）

――――――――― （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、経常利益および税引

前中間純利益は、それぞれ12,000千円減少して

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) および「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

7,260,796千円であります。

　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

413,810千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

474,494千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

431,536千円

（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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 259千円

有価証券利息 437千円

受取配当金 2,310千円

為替差益 131千円

受取利息 766千円

有価証券利息 165千円

受取配当金 1,650千円

為替差益 616千円

受取利息 259千円

有価証券利息 1,173千円

受取配当金 3,870千円

為替差益 1,302千円

※２．特別利益のうち主要なもの ※２．特別利益のうち主要なもの ※２. 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 97,149千円

貸倒引当金戻入 30,010千円

投資有価証券売却益 286,916千円

固定資産売却益 724千円

投資有価証券売却益 97,149千円

固定資産売却益 1,115千円

貸倒引当金戻入 30,010千円

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 31,739千円

投資有価証券評価損 1,345千円

関係会社株式評価損 1,610,588千円

固定資産除却損 920千円

投資有価証券評価損 271,853千円

固定資産除却損 34,051千円

投資有価証券評価損 31,839千円

関係会社株式評価損 1,619,181千円

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 35,646千円

無形固定資産 15,859千円

有形固定資産 49,729千円

無形固定資産 23,102千円

有形固定資産 90,712千円

無形固定資産 34,936千円

（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

株式の種類 
前会計年度末

(株）

増加

(株）

減少

(株）

当中間会計期間末

(株）

普通株式 － － － －
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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

（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お

よび中間期末残高相当額

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）

　(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お

よび中間期末残高相当額

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）

  (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お

よび期末残高相当額

 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)

工具器具及び備品 3,355 559 2,796

合計 3,355 559 2,796

（注）取得価額相当額は、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、支払利

子込み法により算定しております。

 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)

工具器具及び備品 3,355 1,677 1,677

合計 3,355 1,677 1,677

（注）　　　　　　　同左

 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)

工具器具及び備品 3,355 1,118 2,236

合計 3,355 1,118 2,236

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

　(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等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,118千円

１年超 1,677千円

　　　合計 2,796千円

１年以内 1,118千円

１年超 559千円

　　　合計 1,677千円

１年以内 1,118千円

１年超 1,118千円

　　　合計 2,236千円

（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、支払利子込み法により算

定しております。

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

（注）　　　　　　　同左

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額および減損損失

支払リース料 559千円

減価償却費相当額 559千円

支払リース料 559千円

減価償却費相当額 559千円

支払リース料 1,118千円

減価償却費相当額 1,118千円

(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。

（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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

同左

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

 子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　子会社株式およ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）

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）

　　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）

　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　該当事項はありません。
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