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平成19年３月期       個別中間財務諸表の概要       平成18年11月７日 
 
上場会社名 株式会社エス・イー・ラボ 上場取引所 株式会社大阪証券取引所 
コード番号 ４７８９                          (ヘラクレス市場) 
（ＵＲＬ http://www.selab.co.jp） 
代  表  者  役職名 代表取締役社長 本社所在都道府県 東京都 
         氏 名 高橋正行 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役 管理本部長 
         氏 名 川又政治 ＴＥＬ０３－６７３６－４７８９ 
決算取締役会開催日 平成18年11月７日 配当支払開始日   平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000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                                    （百万円未満切捨） 

 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 1,411 (△3.4) 48 (29.7) 50 (20.7) 

17年９月中間期 1,461 (25.8) 37 (119.8) 41 (102.3) 

18年３月期 2,992 △84  △78  
 

 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 2 (△91.6) 0 73  

17年９月中間期 32 (701.4) 8 69  

18年３月期 △128  △33 78  

（注）①期中平均株式数  18 年９月中間期 3,796,295 株 17 年９月中間期 3,796,295 株 18 年３月期 3,796,295 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 2,033 1,348 66.3 355 22 

17年９月中間期 2,410 1,579 65.5 416 12 

18年３月期 2,020 1,414 70.0 372 66 

（注）①期末発行済株式数 18 年９月中間期 3,796,295 株 17 年９月中間期 3,796,295 株 18 年３月期 3,796,295 株 

②期末自己株式数 18 年９月中間期 1,705 株 17 年９月中間期 1,705 株 18 年３月期 1,705 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 3,006 93 40 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10円54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 － 10.00 10.00 

19年３月期（実績） － － 

19年３月期（予想） － 10.00 
10.00 

 
 

※ 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、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場合があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料７ページをご参照ください。 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

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   750,279 713,959  607,133

２．受取手形   5,588 12,393  1,974

３．売掛金   762,239 744,872  829,013

４．たな卸資産   324,949 70,796  44,865

５．その他   76,877 106,327  125,272

貸倒引当金   △751 △741  △808

流動資産合計   1,919,183 79.6 1,647,608 81.0  1,607,452 79.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1.2  94,926 4.0 122,619 6.0  98,239 4.8

２．無形固定資産   36,051 1.5 33,656 1.7  38,056 1.9

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  164,965 114,318 151,496 

(2）その他  207,556 117,505 127,388 

貸倒引当金  △12,591 359,930 14.9 △1,991 229,832 11.3 △1,991 276,893 13.7

固定資産合計   490,908 20.4 386,108 19.0  413,188 20.4

資産合計   2,410,092 100.0 2,033,717 100.0  2,020,640 100.0
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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   452,458 286,363  234,579

２．短期借入金 ※２  100,000 100,000  100,000

３．未払法人税等   18,619 7,495  1,407

４．未払消費税等   9,227 11,119  17,514

５．賞与引当金   67,203 72,287  65,800

６．その他   57,013 67,413  57,323

流動負債合計   704,521 29.3 544,679 26.8  476,625 23.6

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金   85,019 96,425  90,769

２．役員退職慰労引当
金 

  40,832 44,103  38,535

固定負債合計   125,852 5.2 140,529 6.9  129,304 6.4

負債合計   830,373 34.5 685,208 33.7  605,930 30.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   616,800 25.6 － －  616,800 30.5

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  673,800 － 673,800 

資本剰余金合計   673,800 27.9 － －  673,800 33.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  23,750 － 23,750 

２．任意積立金  51,511 － 51,511 

３．中間（当期）未処
分利益 

 201,663 － 40,432 

利益剰余金合計   276,924 11.5 － －  115,693 5.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  12,747 0.5 － －  8,970 0.4

Ⅴ 自己株式   △554 △0.0 － －  △554 △0.0

資本合計   1,579,718 65.5 － －  1,414,710 70.0

負債資本合計   2,410,092 100.0 － －  2,020,640 100.0
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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   － － 616,800 30.3  － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金   － 673,800  －

資本剰余金合計   － － 673,800 33.1  － －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金   － 23,750  －

(2）その他利益剰余
金 

   

買換資産圧縮積
立金 

 － 1,429 － 

別途積立金  － 50,000 － 

繰越利益剰余金  － － 5,332 56,762 － －

利益剰余金合計   － － 80,512 4.0  － －

４．自己株式   － － △554 △0.0  － －

株主資本合計   － － 1,370,557 67.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － △22,049  －

評価・換算差額等
合計 

  － － △22,049 △1.1  － －

純資産合計   － － 1,348,508 66.3  － －

負債・純資産合計   － － 2,033,717 100.0  － －
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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   1,461,498 100.0 1,411,530 100.0  2,992,702 100.0

Ⅱ 売上原価   1,219,258 83.4 1,144,229 81.1  2,661,931 88.9

売上総利益   242,239 16.6 267,300 18.9  330,771 11.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  204,787 14.0 218,716 15.5  415,624 13.9

営業利益又は営業
損失（△） 

  37,452 2.6 48,584 3.4  △84,852 △2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,959 0.3 2,558 0.2  7,950 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  881 0.1 1,000 0.0  1,760 0.1

経常利益又は経常
損失（△） 

  41,530 2.8 50,142 3.6  △78,662 △2.6

Ⅵ 特別利益   212 0.0 67 0.0  5,999 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３  1,620 0.1 43,805 3.1  3,219 0.1

税引前中間純利益
又は税引前当期純
損失（△） 

  40,122 2.7 6,404 0.5  △75,882 △2.5

法人税、住民税及
び事業税 

 14,824 3,641 7,695 

法人税等調整額  △7,688 7,135 0.4 △18 3,622 0.3 44,666 52,362 1.8

中間純利益又は当
期純損失（△） 

  32,986 2.3 2,781 0.2  △128,244 △4.3

前期繰越利益   207,776 －  207,776

合併による子会社
株式消却損 

※４  39,099 －  39,099

中間(当期)未処分
利益 

  201,663 －  40,432
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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

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

買換資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

純資産

合計 

平成18年3月31日残高 

（千円） 
616,800 673,800 23,750 1,511 50,000 40,432 115,693 △554 1,405,739 8,970 1,414,710

当中間会計期間の変動額    

買換資産圧縮積立金の取崩  △82 82 －  － －

剰余金の配当  △37,962 △37,962  △37,962 △37,962

中間純利益  2,781 2,781  2,781 2,781

株主資本以外の項目の当中

間会計期間の変動額（純

額） 

   △31,020 △31,020

当中間会計期間の変動額合計

（千円） 
－ － － △82 － △35,099 △35,181 － △35,181 △31,020 △66,201

平成18年9月30日残高 

（千円） 
616,800 673,800 23,750 1,429 50,000 5,332 80,512 △554 1,370,557 △22,049 1,348,508
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中間財務諸表作成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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 ①子会社株式 ①子会社株式 ①子会社株式 

 総平均法に基づく原価法 同左 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 

 (イ)時価のあるもの (イ)時価のあるもの (イ)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、

売却原価は総平均法により算

定） 

 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、売却原価は総平均法によ

り算定） 

 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

原価は総平均法により算定）

 (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの 

  総平均法に基づく原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 ①製品及び仕掛品 ①製品及び仕掛品 ①製品及び仕掛品 

 個別法に基づく原価法 同左 同左 

 ②商品及び貯蔵品 ②商品及び貯蔵品 ②商品及び貯蔵品 

 移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     ３～47年 

工具器具及び備品 

       ２～10年 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     ３～47年 

工具器具及び備品 

       ２～８年 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     ３～47年 

工具器具及び備品 

       ２～10年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

 ①ソフトウェア ①ソフトウェア ①ソフトウェア 

 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（5年）に基づく定

額法、販売目的のソフト

ウェアについては見込有効

期間（3年）に基づく定額法

による償却額と販売見込数

量に基づく償却額とを比較

し、いずれか大きい金額を

償却する方法 

同左 同左 

 ②その他の無形固定資産 ②その他の無形固定資産 ②その他の無形固定資産 

  定額法 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） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会

計期間の負担分を計上しており

ます。 

同左  従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期の負

担分を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末退職給付債務

を計上しております。 

 なお、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職

給付債務の金額は当事業年度末

自己都合要支給額としておりま

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員及び執行役員の退職慰労

金支出に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計上し

ております。なお、過去勤務費

用相当額については、５年によ

る均等額を費用処理しておりま

す。 

同左  役員及び執行役員の退職慰労

金支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上してお

ります。なお、過去勤務費用相

当額については、５年による均

等額を費用処理しております。

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 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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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

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1,348,508千円であります。 

 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 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

110,368千円 88,471千円 117,084千円

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 

（有形固定資産） （有形固定資産） （有形固定資産） 
 

建物 31,721千円

土地 7,700 

計 39,422千円
  

 
建物 30,199千円

土地 7,700 

計 37,899千円
  

 
建物 30,941千円

土地 7,700 

計 38,642千円
  

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

短期借入金 30,000千円
  

 
短期借入金 30,000千円

  

 
短期借入金 30,000千円

  
３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

債務保証 債務保証 債務保証 

次の関係会社について、リース債務に

対し債務保証を行っております。 

次の関係会社について、リース債務に

対し債務保証を行っております。 

次の関係会社について、リース債務に

対し債務保証を行っております。 
 

株式会社ランサ・
ジャパン 

1,739千円 

計 1,739千円
  

 
株式会社ランサ・
ジャパン 

790千円

計 790千円
  

 
株式会社ランサ・
ジャパン 

1,265千円

計 1,265千円
  

 

（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、主要なものは次の

とおりであります。 

※１ 営業外収益のうち、主要なものは次の

とおりであります。 

※１ 営業外収益のうち、主要なものは次の

とおりであります。 
 
受取利息 348千円

受取配当金 1,362千円

為替差益 1,749千円
  

 
受取利息 782千円

受取配当金 431千円

 
  

 
受取利息 908千円

受取配当金 2,377千円

為替差益 3,024千円
  

※２ 営業外費用のうち、主要なものは次の

とおりであります。 

※２ 営業外費用のうち、主要なものは次の

とおりであります。 

※２ 営業外費用のうち、主要なものは次の

とおりであります。 
 
支払利息 881千円

  

 
支払利息 879千円

  

 
支払利息 1,760千円

  
※３ 特別損失のうち、主要なものは次のと

おりであります。 

※３ 特別損失のうち、主要なものは次のと

おりであります。 

※３ 特別損失のうち、主要なものは次のと

おりであります。 
 
役員退職慰労引当金繰入額 1,620千円

  

 
役員退職慰労引当金繰入額 1,560千円

本社移転費用 39,842千円
  

 
役員退職慰労引当金繰入額 3,210千円

  

※４ 合併による子会社株式消却損は、株式

会社エル・ディー・エフを当社が吸収合

併したことによるものであります。 

※４     ――――― ※４ 合併による子会社株式消却損は、株式

会社エル・ディー・エフを当社が吸収合

併したことによるものであります。 

５ 減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

５ 減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

５ 減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 
 
有形固定資産 5,402千円

無形固定資産 8,723千円
  

 
有形固定資産 7,464千円

無形固定資産 13,767千円
  

 
有形固定資産 12,118千円

無形固定資産 21,542千円
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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 

 
前事業年度末株式数 

（千円） 

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 1 － － 1 

合計 1 － － 1 
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（リース取引関係） 

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） 

 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 

(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 
  

 

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 

49,931 14,691 35,240 

  

  

 

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 

85,906 15,855 70,051

  

  

 

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 

35,506 8,248 27,257

  
(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年内 8,493千円

１年超 27,125 

合計 35,618千円
  

 
１年内 18,489千円

１年超 52,355 

合計 70,845千円
  

 
１年内 8,042千円

１年超 21,582 

合計 29,625千円
  

(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、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 
 

支払リース料 5,140千円

減価償却費相当額 4,746千円

支払利息相当額 602千円
  

 
支払リース料 8,447千円

減価償却費相当額 7,813千円

支払利息相当額 1,017千円
  

 
支払リース料 9,040千円

減価償却費相当額 8,352千円

支払利息相当額 1,090千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

 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）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） 

当中間会計期間 
（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 416.12円

１株当たり中間純利益
金額 

8.69円

  

 
１株当たり純資産額 355.22円

１株当たり中間純利益
金額 

0.73円

  

 
１株当たり純資産額 372.66円

１株当たり当期純損失
金額 

33.78円

  
 なお、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。 

 なお、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されており、

また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり当期純損失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)

中間純利益又は当期純損失（△） 
（千円） 

32,986 2,781 △128,244 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は普通株式に係る
当期純損失（千円） 

32,986 2,781 △128,244 

期中平均株式数（千株） 3,796 3,796 3,796 

 


