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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 16,266 2.6 575 △7.2 581 △3.7

17年9月中間期 15,859 △12.3 620 18.2 604 22.1

18年3月期 32,484 1,215 1,089

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 327 23.7 15 41

17年9月中間期 265 90.6 12 81

18年3月期 674 31 35

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期   21,265,370株 17年9月中間期 20,689,205株 18年3月期 20,868,429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 58,902 9,057 15.4 419 02

17年9月中間期 49,337 8,473 17.2 405 20

18年3月期 59,899 8,762 14.6 413 76

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期   21,616,430株 17年9月中間期 20,911,400株 18年3月期 21,129,514株

②期末自己株式数 18年9月中間期 511,568株 17年9月中間期 510,098株 18年3月期 511,484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 32,200 1,220 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　32円38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 7.00 6.00 13.00

19年3月期（実績） 6.00           －
13.00

 19年3月期（予想）           － 7.00

 

 

※　上記業績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

と異なる可能性があります。
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５．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  939,470   1,361,003   2,569,051   

２．受取手形  ※６ 808,688   434,747   408,518   

３．売掛金  1,430,484   1,647,721   1,718,466   

４．リース・メンテナン
ス等未収入金

※３ 2,039,251   2,100,670   2,129,530   

５．たな卸資産  83,755   170,423   177,854   

６．前渡金  －   47,034   56,865   

７．前払費用  1,855,026   1,966,093   1,436,028   

８．繰延税金資産  116,267   100,116   82,600   

９．その他  1,152,659   1,929,431   2,768,280   

    貸倒引当金  △27,000   △24,000   △27,000   

流動資産合計   8,398,604 17.0  9,733,243 16.5  11,320,196 18.9

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．リース資産  28,928,304   28,982,691   28,855,513   

２．その他  1,513,146   1,503,535   1,408,177   

有形固定資産合計  30,441,451  61.7 30,486,226  51.8 30,263,691  50.5

(2）無形固定資産           

１．リース資産  30,405    　　　 －    　　　　　  －   

２．営業権  763,658   －   668,201   

３．のれん  －   572,744   －   

４．電話加入権  12,867   12,867   12,867   

５．ソフトウェア  281,290   387,610   329,490   

無形固定資産合計  1,088,222  2.2 973,221  1.7 1,010,559  1.7

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  4,304,851   9,680,565   9,558,511   

２．長期前払費用  813,233   938,861   873,623   

３．繰延税金資産  959,317   546,580   725,542   

４．前払年金費用  35,755   27,371   32,008   

５．その他  3,700,347   6,877,134   6,492,757   

    貸倒引当金  △417,476   △380,288   △385,645   

投資その他の資産
合計

 9,396,028  19.1 17,690,225  30.0 17,296,798  28.9

固定資産合計   40,925,701 83.0  49,149,673 83.5  48,571,049 81.1

Ⅲ　繰延資産   12,783 0.0  19,844 0.0  8,026 0.0

資産合計   49,337,090 100.0  58,902,760 100.0  59,899,272 100.0
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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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※６ 2,396,342   1,206,688   1,698,747   

２．買掛金  2,777,863   3,950,178   3,944,244   

３．短期借入金  3,000,000   4,600,000   9,600,000   

４．コマーシャル・
　　ペーパー

 －   2,500,000   －   

５. １年以内返済予定の
長期借入金

 7,568,265   8,738,084   8,142,916   

６．１年以内償還予定の
社債

 2,000,000   2,100,000   3,620,000   

７．リース・メンテナン
ス等前受金

※３ 3,141,673   3,334,943   3,065,177   

８．賞与引当金  211,000   165,000   134,000   

９．その他 ※５ 639,454   553,189   640,844   

流動負債合計   21,734,598 44.0  27,148,084 46.1  30,845,929 51.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  5,000,000   5,650,000   4,880,000   

２．長期借入金  13,765,503   16,650,924   15,028,887   

３．長期未払金  2,172    　　　　　　－    　　　　　　－   

４．役員退職慰労引当金  325,796   363,366   343,141   

５．その他  35,740   32,616   38,836   

固定負債合計   19,129,213 38.8  22,696,907 38.5  20,290,864 33.9

負債合計   40,863,811 82.8  49,844,991 84.6  51,136,794 85.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,981,706 4.0   　　　　　　－  　　－  2,023,850 3.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,007,410    　　　　　　－   3,049,554   

２．自己株式処分差益  72    　　　　　　－   72   

資本剰余金合計   3,007,483 6.1   　　　　　　－  　　－  3,049,627 5.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  174,195    　　　　　　－   174,195   

２．任意積立金  2,963,000   　　　　　　 －   2,963,000   

３．中間(当期)未処分
利益

 417,311    　　　　　　－   680,146   

利益剰余金合計   3,554,507 7.2   　　　　　　－  　　－  3,817,342 6.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  85,943 0.2   　　　　　　－  　　－  29,233 0.0

Ⅴ　自己株式   △156,361 △0.3  　　　　　　 －  　　－  △157,576 △0.3

資本合計   8,473,278 17.2   　　　　　　－  　　－  8,762,477 14.6

負債資本合計   49,337,090 100.0   　　　　　　－  　　－  59,899,272 100.0
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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
（％）

  （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１．資本金   　　　  　　　　　―       ―  2,104,205 3.6   　　　　　―       ―

 　２．資本剰余金           

 　　(1)資本準備金   　　　　　―   3,129,909   
 　　　　　―　

　
  

   　(2)その他資本剰余金   　　　　　       　　　　　　   

 　　　 自己株式処分差益             ―   72    　        ―   

 　　　　資本剰余金合計    　　　　　―       ―  3,129,982 5.3   　　　 　 ―       ―

 　３．利益剰余金           

 　　(1)利益準備金   　　　　　―   174,195   　　　　　　―　  

     (2)その他利益剰余金           

 　　　 任意積立金   　　　　　―   3,343,000   
 　　　　 　―　

　
  

 　　　 繰越利益剰余金   　　　　　―　   481,111    　　　　 　―　  

 　　　　利益剰余金合計    　　　　  ―　       ―  3,998,307 6.8   　　　　　―　       ―

 　４．自己株式   　　　　　 ―       ―  △157,670 △0.3  　         ―       ―

 　　　　株主資本合計    　　　　　―　       ―  9,074,824 15.4  　　 　－       ―

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 　１．その他有価証券

　　　 評価差額金
  　　　　      　    ―　       ―  △17,055 △0.0  　　　        　  ―        ―

　　評価・換算差額等合計    　　　　　―　       ―  △17,055 △0.0  　　　　　 ―       ― 

 　 純資産合計    　　　　　―　       ―  9,057,769 15.4   　　　　　―　       ―

 　 負債純資産合計   　　　　　 ―　       ―  58,902,760 100.0  
 　　　　　―　

　
      ―
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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   15,859,074 100.0  16,266,382 100.0  32,484,334 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  13,423,319 84.6  13,862,105 85.2  27,750,432 85.4

売上総利益   2,435,755 15.4  2,404,277 14.8  4,733,902 14.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,815,203 11.5  1,828,438 11.3  3,518,170 10.9

営業利益   620,552 3.9  575,838 3.5  1,215,731 3.7

Ⅳ　営業外収益 ※２  83,635 0.5  177,471 1.1  124,224 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※３  99,922 0.6  171,490 1.0  250,073 0.7

経常利益   604,264 3.8  581,819 3.6  1,089,881 3.4

Ⅵ　特別利益 ※４  75,392 0.5  － －  371,031 1.1

Ⅶ　特別損失 ※５  205,087 1.3  49,994 0.3  256,626 0.8

税引前中間(当期)
純利益

  474,569 3.0  531,825 3.3  1,204,287 3.7

法人税、住民税及
び事業税

 9,000   11,000   23,300   

法人税等調整額  200,557 209,557 1.3 193,083 204,083 1.3 506,759 530,059 1.6

中間(当期)純利益   265,012 1.7  327,741 2.0  674,227 2.1

前期繰越利益   152,299      152,299  

中間配当額   －      146,379  

中間(当期)未処分
利益

  417,311      680,146  
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 （3）中間株主資本等変動計算書

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

その他資
本剰余金 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
合計自己株式

 処分差益
任意
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
2,023,850 3,049,554 72 3,049,627 174,195 2,963,000 680,146 3,817,342 △157,576 8,733,243

中間会計期間中の変動額

新株の発行 80,355 80,355  80,355     　 　 －  160,710

任意積立金の積立      380,000 △380,000 　－  　－

剰余金の配当       △126,777 △126,777  △126,777

利益処分による役員賞与       △20,000 △20,000  △20,000

中間純利益       327,741 327,741  327,741

自己株式の取得         △93 △93

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）
80,355 80,355 　　－ 80,355 　－ 380,000 △199,035 180,964 △93 341,580

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
2,104,205 3,129,909 72 3,129,982 174,195 3,343,000 481,111 3,998,307 △157,670 9,074,824

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）
29,233 29,233 8,762,477

中間会計期間中の変動額

新株の発行  　　－ 160,710

任意積立金の積立て  　　－ 　－

剰余金の配当  　　－ △126,777

利益処分による役員賞与  　　－ △20,000

中間純利益  　　－ 327,741

自己株式の取得  　　－ △93

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

　△46,289 △46,289 △46,289 

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△46,289 △46,289 295,291

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
△17,055 △17,055 9,057,769
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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

イ．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

イ．子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株式

同左

 ロ．その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格に基

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）

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格に基

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）

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく

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

商品

(2）たな卸資産

商品

(2）たな卸資産

商品

 イ．卸売自動車用品

移動平均法による原価法

イ．卸売自動車用品

同左

イ．卸売自動車用品

同左

 ロ．中古自動車

個別法による原価法

ロ．中古自動車

同左

ロ．中古自動車

同左

 ハ．燃料

先入先出法による原価法

ハ．燃料

同左

ハ．燃料

同左

 ニ．その他

先入先出法による原価法 

ニ．販売用設備機器

移動平均法による原価法

ニ．販売用設備機器

同左

  

 

ホ. その他

同左

 

ホ. その他

同左

  貯蔵品

総平均法による原価法

 貯蔵品

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

イ．リース資産

リース契約期間を償却年数と

し、リース契約期間満了の時

に見込まれるリース資産の処

分価額を残存価格とする定額

法

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

(1）有形固定資産

イ．リース資産

リース契約期間を償却年数と

し、リース契約期間満了の時

に見込まれるリース資産の処

分価額を残存価額とする定額

法

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

(1）有形固定資産

イ．リース資産

同左

 リース車両 ２年～６年

リース機器 ２年～15年

リース車両 ２年～６年

 

 

 ロ．その他の有形固定資産

賃貸用・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

ロ．その他の有形固定資産

同左

 

ロ．その他の有形固定資産

同左

 

 工具器具備品 10年

その他・・・定率法

－ 7 －



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）

 (2）無形固定資産

イ．リース資産

リース契約期間を償却年数と

し、リース契約期間満了時に

見込まれるリース資産の処分

価額を残存価額とする定額法

(2）無形固定資産

イ．リース資産

　――――――

(2）無形固定資産

イ．リース資産

　――――――

 なお、主な償却年数は以下の

通りであります。

  

 ソフトウェア ４年～５年   

 ロ．ソフトウェア(自社利用)

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

ロ．ソフトウェア(自社利用)

同左

ロ．ソフトウェア(自社利用)

同左

 ハ．営業権

５年を償却年数とする定額法

ハ．営業権

　――――――

ハ．営業権

５年を償却年数とする定額 

法

 ニ．――――――

 

ニ．のれん

５年を償却年数とする定額法

 ニ．――――――

 

 (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）繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却して

おります。

(4）繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却し　

ております。新会社法施行後に

発生した社債発行費につきまし

ては社債の償還までの期間にわ

たり定額法により償却しており

ます。

(4）繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却して

おります。

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）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

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
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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）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

債務及び年金資金の見込額に基

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（10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

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。

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

均残存勤続期間以内の一定の年

数（10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

て、役員退職慰労金支給内規に

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

て、役員退職慰労金支給内規に

基づく期末要支給額を計上して

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、全て

特例処理の要件を満たしている

ため、特例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

イ．ヘッジ手段…金利スワップ

ロ．ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ．ヘッジ手段…同左

ロ．ヘッジ対象…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ．ヘッジ手段…同左

ロ．ヘッジ対象…同左

 (3）ヘッジ方針

当社の社内管理規程に基づき、

金利変動リスクを回避する目的

で行っております。

(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

金利スワップは、全て特例処理

の要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しております。

(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

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

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

 

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）

　１.（収益及び費用の計上基準） 　１.　　　―――――――――― 　１.（収益及び費用の計上基準）　　　　

 　　 従来、給油カードによるガソリン販売

等につきましては、ユーザーへの販売取

引額を売上高に、その仕入原価を売上原

価に計上する方法（総額表示方式）で会

計処理を行っておりましたが、取引金額

が増加し重要性が増していることから、

販売価額と仕入価額の差額を決済する取

引実態を勘案し、総額表示方式よりも利

鞘相当分を売上高に計上する方法（純額

表示方式）の方が取引実態をより明瞭に

表示できると判断した結果、当中間会計

期間より純額表示方式に変更しておりま

す。　 

　この結果、従来の方法によった場合に

比べて当中間会計期間の売上高及び売上

原価は4,944,836千円減少しておりますが、

営業利益及び経常利益並びに税引前中間

純利益への影響はありません。　

 　　  　 　従来、給油カードによるガソリン販売

等につきましては、ユーザーへの販売取

引額を売上高に、その仕入原価を売上原

価に計上する方法（総額表示方式）で会

計処理を行っておりましたが、取引金額

が増加し重要性が増していることから、

販売価額と仕入価額の差額を決済する取

引実態を勘案し、総額表示方式よりも利

鞘相当分を売上高に計上する方法（純額

表示方式）の方が取引実態をより明瞭に

表示できると判断した結果、当事業年度

より純額表示方式に変更しております。

　　　　　

 　　 この結果、従来の方法によった場合に

比べて当事業年度の売上高及び売上原価

は10,397,809千円減少しておりますが、

営業利益及び経常利益並びに税引前当期

純利益への影響はありません

    　　　  　　　　

 ２.（固定資産の減損に係る会計基準）　   ２.　　　――――――――――   ２.（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。　

 　  　 　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。　

   

  ３.　　　　――――――――――  　 ３.（繰延資産の処理方法）    ３.　　　　――――――――――

  　　　当中間会計期間より、社債発行費につ

きましては、「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

　平成18年8月11日実務対応報告第19号）

を適用しております。これに伴い社債発

行費について、従来３年間で毎期均等額

償却しておりましたが、当中間会計期間

から、社債の償還までの期間にわたり償

却（月割償却）しております。

　これにより、当中間会計期間の経常利

益及び税引前中間純利益は、前中間会計

期間と比較して、それぞれ2,108千円増加

しております。　　
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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）

 ４.　　　　――――――――――  　４.（貸借対照表の純資産の部の表示に

　　関する会計基準）

 　４.　　　――――――――――

   

 　　  　　 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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額

は、9,057,769千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、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、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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　──────────── （中間貸借対照表）　　　 　　　　─────────────

 １．前中間会計期間末において、「営業権」

として掲記されていたものは、当中間会

計期間末から「のれん」と表示しており

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

(内リース資産減価償却累計額)

      38,166,095千円

(3,748,514)

※１．有形固定資産の減価償却累計額

(内リース資産減価償却累計額)

38,586,111千円

(37,776,056)

※１．有形固定資産の減価償却累計額

(内リース資産減価償却累計額)

37,505,337千円

(36,773,253)

  ２．保証債務　　　

関係会社である㈱セレクトの金融機関

からの借入金3,772,800千円に対し、債

務保証を行っております。

  ２．保証債務　　　

関係会社である㈱セレクトの金融機関

からの借入金3,608,000千円に対し、債

務保証を行っております。

　２．保証債務　　　　

関係会社である㈱セレクトの金融機関

からの借入金3,690,400千円に対し、債

務保証を行っております。

※３．リース及びメンテナンスの期間未経過

契約残高

※３．リース及びメンテナンスの期間未経過

契約残高

※３．リース及びメンテナンスの期間未経過

契約残高

リース   39,972,618千円

メンテナンス 6,992,573

計 46,965,192

リース 39,729,555千円

メンテナンス 7,787,602

計 47,517,158

リース   39,691,893千円

メンテナンス 6,963,892

計 46,655,786

　４．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座借越契約及

び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間

期末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座借越契約及

び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間

期末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座借越契約及

び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当期末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座借越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

3,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 3,000,000

当座借越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

3,000,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,500,000

当座借越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

※５．消費税等の取扱い

仮払消費税等と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。

※５．消費税等の取扱い

同左

 ※５．   　――――――――――

 

※６．　   ――――――――――

  

※６．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。

   受取手形　　       　89,465千円

 　支払手形　　       　19,766

 ※６．　   ――――――――――
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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．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産    5,186,484千円

(内、リース資産減価償却実施額)

 (5,094,908)

無形固定資産      163,219千円

(内、リース資産減価償却実施額)

 (7,152)

有形固定資産 5,282,105千円

(内、リース資産減価償却実施額)

 (5,186,224)

無形固定資産    149,603千円

 

  

有形固定資産  10,475,082千円

(内、リース資産減価償却実施額)

 (10,286,921)

無形固定資産     321,875千円

(内、リース資産減価償却実施額)

 (14,345)

※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目

受取利息      2,818千円

受取配当金 19,541

匿名組合投資利益 39,763

受取利息 25,209千円

受取配当金 99,943

匿名組合投資利益 7,326

  

受取利息  12,661千円

受取配当金 21,438

積立保険解約益 14,074

匿名組合投資利益 38,372

※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目

支払利息     57,090千円

社債利息 11,544

社債発行費償却 12,783

支払利息 97,733千円

社債利息 18,333

社債発行費償却 2,240

支払利息 127,004千円

社債利息 26,951

社債発行費償却 29,579

※４．特別利益の主要項目 ※４．  　　 ―――――――――― ※４．特別利益の主要項目

投資有価証券売却益   70,114千円

貸倒引当金戻入益 5,277

 

 

 

投資有価証券売却益      287,622千円

貸倒引当金戻入益 10,860

※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目 ※５．特別損失の主要項目

固定資産除却損 116,975千円

(主なもの、工具器具備品)

 (115,646)

固定資産売却損 88,111

(主なもの、リース資産)

 (75,933)

固定資産除却損 33,036千円

(主なもの、工具器具備品)

 (21,572)

事務所移転損失 13,503

 

  

固定資産除却損 168,514千円

(主なもの、工具器具備品)

 (162,822)

固定資産売却損 88,111

(主なもの、リース資産)

 (75,933)
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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　（注） 511 0 － 511

 　　　　合計 511 0 － 511

 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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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

１．リース貸与 １．リース貸与  １．リース貸与

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び期末残高

区分
取得価額
（千円）

減価償却累
計額
（千円）

中間期末残
高（千円）

輸送用機器 42,574,709 20,870,756 21,703,952

情報・事
務・医療用
機器

361,248 208,278 152,969

商業・サー
ビス業用機
械設備

831,077 354,455 476,622

産業・土
木・建設機
械

43,809 27,836 15,973

その他 188,355 87,359 100,996

合計 43,999,201 21,548,686 22,450,514

区分
取得価額
（千円）

減価償却累
計額
（千円）

中間期末残
高（千円）

輸送用機器 44,323,210 22,340,449 21,982,761

合計 44,323,210 22,340,449 21,982,761

区分
取得価額
（千円）

減価償却累
計額
（千円）

期末残高
（千円）

輸送用機器 43,469,440 21,507,924 21,961,516

合計 43,469,440 21,507,924 21,961,516

(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
 7,656,343千円

(363,799)

１年超
14,495,991

(329,773)

計
22,152,334

(693,572)

１年内
7,686,420千円

 (271,480)  

１年超
13,686,282

(118,161)

計
21,372,703

(389,642)

１年内
  7,619,893千円

   (336,262)

１年超
13,864,698

(202,078)

計
21,484,592

(538,341)

（注）　（　）内書は転貸リース取引に係る

未経過リース料中間期間残高相当額で

あります。

（注）　同左 （注）　（　）内書は転貸リース取引に係る

未経過リース料期末残高相当額であり

ます。

(3）当中間会計期間の受取リース料、減価

償却費及び受取利息相当額

(3）当中間会計期間の受取リース料、減価

償却費及び受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利

息相当額

イ．受取リース料 4,440,083千円

ロ．減価償却費 4,068,116

ハ．受取利息相当額 404,387

イ．受取リース料  4,455,994千円

ロ．減価償却費 4,075,842

ハ．受取利息相当額 419,670

イ．受取リース料  8,934,893千円

ロ．減価償却費 8,185,711

ハ．受取利息相当額 812,355

(4）利息相当額の算定方法

　リース料総額と見積残存価額の合計額

からリース物件の購入価額を控除した額

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。

(4）利息相当額の算定方法

　同左

(4）利息相当額の算定方法

　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）

２．リース借受 ２．リース借受 ２．リース借受

(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

(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

(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

区分
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

   

その他    

（機械及び
装置）

23,969 16,662 7,307

（工具器具
備品）

411,794 163,626 248,167

（車両運搬
具）

1,952,521 1,279,537 672,983

合計 2,388,285 1,459,826 928,458

区分
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

   

その他    

（車両運搬
具）

1,973,448 1,584,541 388,907

（工具器具
備品）

765,815 322,887 442,927

合計 2,739,263 1,907,428 831,835

区分
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

   

その他    

（車両運搬
具）

1,996,785 1,440,021 526,763

（工具器具
備品）

551,592 232,728 318,864

合計 2,518,377 1,672,750 845,627

（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。

（注）　同左 （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 (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
   431,625千円

   (356,283)

１年超
496,832

(324,007)

計
928,458

(680,291)

１年内
 389,028千円

   (270,745)

１年超
442,806

(118,161)

計
831,835

(388,907)

１年内
   416,627千円

  (327,929)

１年超
428,999

(198,834)

計
845,627

(526,763)

（注）１．未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、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

利子込み法によっております。

（注）１．同左 （注）１．未経過リース料期末残高相当額の

算定は、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

よっております。

２．（　）内書は、転貸リース取引に

係る未経過リース料中間期末残高相

当額であります。

２．同左 ２．（　）内書は、転貸リース取引に

係る未経過リース料期末残高相当額

であります。

(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

イ．支払リース料  234,585千円

ロ．減価償却費相当額 234,585

イ．支払リース料 236,678千円

ロ．減価償却費相当額 236,678

イ．支払リース料   463,550千円

ロ．減価償却費相当額 463,550

(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

オペレーティング・リース取引

リース貸与

オペレーティング・リース取引

リース貸与

オペレーティング・リース取引

リース貸与

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内  2,001,557千円

１年超 3,120,383

計 5,121,940

１年内  2,122,295千円

１年超 3,354,142

計 5,476,438

１年内  2,095,026千円

１年超 3,272,759 

計 5,367,785
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

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。

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 4,935,856 3,706,175 △1,229,680

合計 4,935,856 3,706,175 △1,229,680

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 4,813,802 4,552,174 △261,628

合計 4,813,802 4,552,174 △261,628
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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

      405円19銭

１株当たり純資産額

        419円02銭

１株当たり純資産額

  　　　413円75銭

１株当たり中間純利益金額

    12円80銭

１株当たり中間純利益金額

    15円41銭

１株当たり当期純利益金額

   31円35銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

    12円46銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

    15円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

      30円50銭

  当社は、平成17年2月18日付けで、

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

    379円58銭

 

  

 

    

１株当たり中間純利益金額

６円82銭

 

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、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。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 265,012 327,741 674,227

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 20,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) 　　　　　　     (－) (20,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
265,012 327,741 654,227

期中平均株式数（千株） 20,689 21,265 20,868

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 563 499 574

（うちストック・オプション） (563) (499) (574)
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