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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）個別中間財務諸表の概要上、百万円未満は切り捨て表示。

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 16,164 5.7 1,652 6.8 1,877 8.9

17年９月中間期 15,288 22.7 1,547 9.8 1,724 8.9

18年３月期 30,829 11.1 3,148 10.0 3,412 11.0

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 1,200 17.8 67.84

17年９月中間期 1,019 0.7 57.61

18年３月期 2,011 7.3 112.45

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 17,695,622株 17年９月中間期 17,695,622株 18年３月期 17,695,622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  

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 27,862 19,003 68.2 1,073.91

17年９月中間期 26,481 17,219 65.0 973.11

18年３月期 26,742 18,063 67.5 1,019.58

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 17,695,622株 17年９月中間期 17,695,622株 18年３月期 17,695,622株

②期末自己株式数 18年９月中間期 41,578株 17年９月中間期 41,578株 18年３月期 41,578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 31,600 3,530 2,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　118 円　67 銭

（注）予想営業利益（通期）　3,200百万円

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 10.00 12.50 22.50

18年９月中間期（実績） 12.50 －
25.00

19年３月期（予想） － 12.50

 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  3,711   5,539   4,476    

２　受取手形  454   541   460    

３　営業未収金  4,533   4,808   4,492    

４　たな卸資産  123   134   139    

５　繰延税金資産  459   312   308    

６　その他  715   447   518    

貸倒引当金  △1   －   －    

流動資産合計   9,996 37.7  11,782 42.3  10,395 38.9 1,386

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 5,859   5,541   5,683    

(2）土地 ※２ 5,479   5,480   5,480    

(3）その他  980   994   986    

有形固定資産
合計

 12,319  46.5 12,016  43.1 12,150  45.4  

２　無形固定資産  546  2.1 520  1.9 528  2.0  

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 487   511   539    

(2）関係会社株
式

 1,109   1,109   1,109    

(3）繰延税金資
産

 181   198   177    

(4）その他  1,848   1,729   1,847    

貸倒引当金  △7   △6   △6    

投資その他の
資産合計

 3,620  13.7 3,542  12.7 3,668  13.7  

固定資産合計   16,485 62.3  16,079 57.7  16,347 61.1 △267

資産合計   26,481 100.0  27,862 100.0  26,742 100.0 1,119
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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）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形  156   －   45    

２　営業未払金  3,114   3,404   3,293    

３　短期借入金 ※２ 1,619   2,061   2,077    

４　未払法人税等  574   731   493    

５　賞与引当金  539   552   541    

６　役員賞与引当
金

 －   15   －    

７　施設利用解約
引当金

 －   －   39    

８　その他 ※４ 1,067   1,118   1,126    

流動負債合計   7,072 26.7  7,882 28.3  7,616 28.5 266

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２ 1,741   483   590    

２　退職給付引当
金

 389   406   401    

３　役員退職慰労
引当金

 58   85   70    

固定負債合計   2,189 8.3  975 3.5  1,062 4.0 △86

負債合計   9,261 35.0  8,858 31.8  8,679 32.5 179

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,349 8.8  － －  2,349 8.8 △2,349

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  2,029   －   2,029    

資本剰余金合計   2,029 7.7  － －  2,029 7.5 △2,029

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  307   －   307    

２　任意積立金            

(1）特別償却準
備金

 0   －   0    

(2）別途積立金  11,050   －   11,050    

３　中間（当期）
未処分利益

 1,407   －   2,222    

利益剰余金合計   12,765 48.2  － －  13,580 50.8 △13,580

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  126 0.5  － －  154 0.6 △154

Ⅴ　自己株式   △50 △0.2  － －  △50 △0.2 △50

資本合計   17,219 65.0  － －  18,063 67.5 △18,063

負債・資本合計   26,481 100.0  － －  26,742 100.0 △26,742
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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）

前事業年度要約貸借対照表

（平成18年３月31日）
対前期比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 2,349 8.4 － － 2,349

２　資本剰余金         

(1)　資本準備金  －   2,029   －    

資本剰余金合計  － － 2,029 7.3 － － 2,029

３　利益剰余金         

 (1)　利益準備金  －   307   －    

 (2)　その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   0   －    

別途積立金  －   12,550   －    

繰越利益剰余金  －   1,680   －    

利益剰余金合計   － －  14,537 52.2  － － 14,537

４　自己株式  － － △50 △0.2 － － △50

株主資本合計  － － 18,866 67.7 － － 18,868

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 137 0.5 － － 137

評価・換算差額等合計 － － 137 0.5 － － 137

純資産合計 － － 19,003 68.2 － － 19,003

負債純資産合計 － － 27,862 100.0 － － 27,862
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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   15,288 100.0  16,164 100.0 876  30,829 100.0

Ⅱ　売上原価   12,678 82.9  13,309 82.3 631  25,506 82.7

売上総利益   2,609 17.1  2,854 17.7 244  5,322 17.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,062 7.0  1,202 7.5 140  2,174 7.1

営業利益   1,547 10.1  1,652 10.2 104  3,148 10.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  244 1.6  251 1.6 7  388 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  66 0.4  25 0.2 △41  123 0.4

経常利益   1,724 11.3  1,877 11.6 153  3,412 11.1

Ⅵ　特別利益 ※３  1 0.0  22 0.1 20  23 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  93 0.6  3 0.0 △90  144 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

  1,632 10.7  1,896 11.7 264  3,292 10.7

法人税、住民
税及び事業税

 552   709    1,085   

法人税等調整
額

 60 612 4.0 △13 696 4.3 83 194 1,280 4.2

中間（当期）
純利益

  1,019 6.7  1,200 7.4 181  2,011 6.5

前期繰越利益   387   ―  △387  387  

中間配当額   ―   ―  ―  176  

中間（当期）
未処分利益

  1,407   ―  △1,407  2,222  
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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

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（百万円）
2,349 2,029 2,029 307 0 11,050 2,222 13,580 △50 17,908

中間会計期間中の

変動額      

特別償却準備金の

取崩（注）
△0 0 － －

特別償却準備金の

取崩
△0 0 － －

別途積立金の積立

（注）
1,500 △1,500 － －

剰余金の配当

（注）   
△221 △221

 
△221

役員賞与（注）
  

△21 △21
 

△21

中間純利益 
  

1,200 1,200
 

1,200

株主資本以外の項

目の当中間期の変

動額(純額)      

中間会計期間中の

変動額合計（百万

円）

－ － － － △0 1,500 △542 957 － 957

平成18年９月30日

残高（百万円）
2,349 2,029 2,029 307 0 12,550 1,680 14,537 △50 18,866

 

  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（百万円） 154 154 18,063

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注） －

特別償却準備金の取崩 －

別途積立金の積立（注） －

剰余金の配当（注）   △221

役員賞与（注）   △21

中間純利益   1,200

株主資本以外の項目の当中間期の変動額(純額) △17 △17 △17

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △17 △17 939

平成18年９月30日残高（百万円） 137 137 19,003

 （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

子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

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）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期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）を採用しております。

その他有価証券

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）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）運用目的の金銭の信託

特定金銭信託

　時価法を採用しております。

(2)       ―――――  

 

 

(2）運用目的の金銭の信託

特定金銭信託

　時価法を採用しております。

 (3）たな卸資産

仕入商品及び貯蔵品

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

仕入商品及び貯蔵品

同左

(3）たな卸資産

仕入商品及び貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りです。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
２～13年

工具器具備品 ２～20年

 

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（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）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）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

　売上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

　従業員の賞与金の支払に備えて

支給見込額の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

　従業員の賞与金の支払に備える

ため、支給見込額の当期負担額を

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（13年）による按分額

を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間（13年）による按分

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

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支払に備え

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、当事業年度末において

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（13年）による按分額

を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間（13年）による按分

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）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間会計期間末要支給額を計

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

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

 ―――――

 

(5）施設利用解約引当金

　保養施設利用契約の中途解約に

より発生する損失に備えるため、

損失見積額を引当計上しておりま

したが、当中間会計期間に保養施

設利用契約を中途解約したため、

当中間会計期間に当該引当金を全

額取り崩しております。

(5）施設利用解約引当金

　保養施設利用契約の中途解約に

より発生する損失に備えるため、

損失見積額を引当計上しておりま

す。

 ―――――

 

(6）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　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15百万円減少しております。

―――――
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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わる方法に準じ

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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）税額計算における諸準備金等の

取扱いについて

　中間会計期間における税金計算

において特別償却準備金を利益処

分により取崩したものとみなして

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）

（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。

（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19,003百万円であります。

　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。

 

（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。
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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

8,769百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

9,117百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

8,829百万円

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

有形固定資産  

建物 626百万円

土地 2,679　〃

計 3,305　〃

有形固定資産  

建物 295百万円

土地 1,607　〃

計 1,903　〃

有形固定資産  

建物 610百万円

土地 2,679　〃

計 3,289　〃

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 161百万円

長期借入金 821　〃

短期借入金 111百万円

長期借入金 483　〃

短期借入金 127百万円

長期借入金 590　〃

３　偶発債務

　金融機関からの借入金及び割賦契約に

対する保証予約

３　偶発債務

　金融機関からの借入金及び割賦契約に

対する保証予約

３　偶発債務

　金融機関からの借入金及び割賦契約債

務に対する保証予約

関係会社

（保証予約）

関係会社

（保証予約）

関係会社

（保証予約）

天津泰達アルプス物流

有限公司

158百万円

(1,400千

USドル)

大連泰達アルプス物流

有限公司

135百万円

(1,200千

USドル)

アルプス物流（上海）

有限公司

33百万円

(300千

USドル)

アルプス・ナイガイ・

ロジスティクス（マ

レーシア）SDN.BHD.

10百万円

(354千

Mドル)

計 338百万円

大連泰達アルプス物流

有限公司

　 212百万円

(1,800 千

USドル)

天津泰達アルプス物流

有限公司

　 58百万円

(500千

USドル)

アルプス・ナイガイ・

ロジスティクス（マ

レーシア）SDN.BHD.

　2百万円

(　 70千

Mドル)

計 　 273百万円

大連泰達アルプス物流

有限公司

211百万円

(1,800千

USドル)

天津泰達アルプス物流

有限公司

164百万円

(1,400千

USドル)

アルプス・ナイガイ・

ロジスティクス（マ

レーシア）SDN.BHD.

6百万円

(212千

Mドル)

計 382百万円

　上記のうち、外貨建保証債務は、決算

日の為替相場により円換算しております。

　上記のうち、外貨建保証債務は、決算

日の為替相場により円換算しております。

　上記のうち、外貨建保証予約は、決算

日の為替相場により円換算しております。

※４　消費税等に係る表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ金額的に重要性が乏しいため、流

動負債「その他」に含めて表示しており

ます。

※４　消費税等に係る表示

同左

※４　消費税等に係る表示

―――――
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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 0百万円

受取配当金 188　〃

受取利息 　 0百万円

受取配当金 　 212　〃

受取利息 　 1百万円

受取配当金 　302　〃

※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 23百万円

特定金銭信託評価損 35　〃

支払利息 　22百万円

 　

支払利息 　45百万円

特定金銭信託償還損 69　〃

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 0百万円 固定資産売却益 　0百万円

関係会社出資金売却益 22　〃

固定資産売却益 　1百万円

収用補償金 22　〃

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産売却除却損 93百万円 固定資産売却除却損 　3百万円 固定資産売却除却損 　104百万円

施設利用解約引当金繰

入額
39　〃

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 333百万円

無形固定資産 25　〃

有形固定資産 　 317百万円

無形固定資産 　22　〃

有形固定資産 　 680百万円

無形固定資産 　 50　〃

（中間株主資本等変動計算書関係）

 
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 41 － － 41

合計 41 － － 41
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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

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

　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

　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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 80 59 20

工具器具備品 144 96 47

合計 224 155 68

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 34 29 5

工具器具備品 73 47 26

合計 108 77 31

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 56 45 11

工具器具備品 136 98 38

合計 192 143 49

　（注）　取得価額相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経過リー

ス料中間期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

　（注）　　　　　同左 　（注）　取得価額相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、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 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 39百万円

１年超 29　〃

合計 68　〃

１年内 19百万円

１年超 11　〃

合計 31　〃

１年内 30百万円

１年超 18　〃

合計 49　〃

　（注）　未経過リース料中間期末残高相当

額は、有形固定資産の中間期末残高

等に占める未経過リース料中間期末

残高の割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

　（注）　　　　　同左 　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

有形固定資産の期末残高等に占める

未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 24　〃

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額 16　〃

支払リース料 47百万円

減価償却費相当額 47　〃

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

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のいずれにおいても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。
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（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 973円11銭

１株当たり中間純利益

金額
57円61銭

１株当たり純資産額 1,073円91銭

１株当たり中間純利益

金額
67円84銭

１株当たり純資産額 1,019円58銭

１株当たり当期純利益

金額
112円45銭

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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)

中間（当期）純利益（百万円） 1,019 1,200 2,011

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 21

（うち利益処分による役員賞与金（百万

円））
（―） （―） (21)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,019 1,200 1,989

期中平均株式数（株） 17,695,622 17,695,622 17,695,622

（重要な後発事象）

 

　該当事項はありません。
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