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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 4,092 ( △2.7) △1,128 （　－　) △1,095 （　－　)

17年9月中間期 4,207 ( △8.6) △1,310 （　－　) △1,278 （　－　)

18年3月期 16,749 △527 △488

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 △996 （　－　) △46 44

17年9月中間期 △824 （　－　) △38 40

18年3月期 △262 △12 22

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 21,457,839株17年9月中間期 21,461,056株 18年3月期 21,459,832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 16,451 6,917 42.0 322 36

17年9月中間期 16,263 7,355 45.2 342 76

18年3月期 21,994 8,078 36.7 376 46

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 21,457,256株 17年9月中間期 21,459,548株 18年3月期 21,458,039株

②期末自己株式数 18年9月中間期 22,588株 17年9月中間期 20,296株 18年3月期 21,805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 15,800  △840  △500  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△23円30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 0.00 2.50 2.50

19年3月期（実績） 0.00 －
0.00

19年3月期（予想） － 0.00

※　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（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,832   1,587   3,007   

２．預け金  2,499   2,502   2,137   

３．受取手形 ※３ 303   482   631   

４．売掛金  4,018   3,395   8,287   

５．たな卸資産  1,334   1,389   1,209   

６．繰延税金資産  512   550   47   

７．その他 ※４ 343   368   314   

貸倒引当金  △144   △6   △7   

流動資産合計   10,700 65.8  10,269 62.4  15,627 71.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,229   1,151   1,202   

(2）土地  981   940   981   

(3）その他  206   114   190   

計   2,417   2,206   2,374  

２．無形固定資産   13   8   13  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,741   2,451   2,520   

(2）繰延税金資産  822   965   954   

(3）その他  598   573   528   

貸倒引当金  △30   △23   △23   

計   3,131   3,967   3,980  

固定資産合計   5,563 34.2  6,181 37.6  6,367 29.0

資産合計   16,263 100.0  16,451 100.0  21,994 100.0
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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（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  1,510   1,552   2,635   

２．買掛金  1,338   1,183   5,149   

３．1年以内返済予定の長

期借入金
 150   150   150   

４．未払法人税等  26   25   41   

５．前受金  777   1,674   487   

６．受注工事損失引当金  40   63   4   

７．その他  745   641   1,214   

流動負債合計   4,588 28.2  5,290 32.2  9,682 44.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  1,075   925   1,000   

２．退職給付引当金  3,156   3,046   3,136   

３．役員退職慰労引当金  85   79   95   

４．リース資産減損勘定  －   191   －   

５．その他  1   1   1   

固定負債合計   4,319 26.6  4,244 25.8  4,233 19.3

負債合計   8,907 54.8  9,534 58.0  13,916 63.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,947 12.0  － －  1,947 8.8

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,537   －   1,537   

資本剰余金合計   1,537 9.4  － －  1,537 7.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  153   －   153   

２．任意積立金  3,804   －   3,804   

３．当期未処分利益又は

中間未処理損失

（△）

 △493   －   68   

利益剰余金合計   3,464 21.3  － －  4,026 18.3

Ⅳ　その他有価証券評価差

額金
  411 2.5  － －  572 2.6

Ⅴ　自己株式   △5 △0.0  － －  △5 △0.0

資本合計   7,355 45.2  － －  8,078 36.7

負債・資本合計   16,263 100.0  － －  21,994 100.0
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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（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,947 11.8  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金 －   1,537   －   

資本剰余金合計  － －  1,537 9.3  － －

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金 －   153   －   

(2) その他利益剰余金          

任意積立金 －   3,768   －   

繰越利益剰余金 －   △945   －   

利益剰余金合計   － －  2,976 18.1  － －

４．自己株式   － －  △6 △0.0  － －

株主資本合計   － －  6,455 39.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価

差額金
 － －  462 2.8  － －

評価・換算差額等合計  － －  462 2.8  － －

純資産合計  － －  6,917 42.0  － －

負債純資産合計  － －  16,451 100.0  － －
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,207 100.0  4,092 100.0  16,749 100.0

Ⅱ　売上原価   3,946 93.8  3,837 93.8  14,157 84.5

売上総利益   261 6.2  255 6.2  2,591 15.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,571 37.3  1,383 33.8  3,119 18.6

営業損失（△）   △1,310 △31.1  △1,128 △27.6  △527 △3.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  61 1.4  50 1.2  92 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  29 0.7  17 0.4  53 0.3

経常損失（△）   △1,278 △30.4  △1,095 △26.8  △488 △2.9

Ⅵ　特別損失 ※3,4  14 0.3  340 8.3  14 0.1

税引前中間（当期）
純損失（△）

  △1,293 △30.7  △1,435 △35.1  △503 △3.0

法人税、住民税及び
事業税

 31   13   39   

法人税等調整額  △500 △469 △11.1 △452 △439 △10.7 △280 △241 △1.5

中間（当期）純損失
（△）

  △824 △19.6  △996 △24.4  △262 △1.5

前期繰越利益   331   －   331  

当期未処分利益又は
中間未処理損失
（△）

  △493   －   68  
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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

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 3,804 68 4,026 △5 7,505

中間会計期間中の変動額

任意積立金の取崩し（注）     △36 36 －  －

剰余金の配当（注）      △53 △53  △53

中間純損失      △996 △996  △996

自己株式の取得       － △0 △0

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

（百万円）
－ － － － △36 △1,013 △1,050 △0 △1,050

平成18年９月30日残高

（百万円）
1,947 1,537 1,537 153 3,768 △945 2,976 △6 6,455

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）
572 572 8,078

中間会計期間中の変動額

任意積立金の取崩し（注）   －

剰余金の配当（注）   △53

中間純損失   △996

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△110 △110 △110

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△110 △110 △1,160

平成18年９月30日残高

（百万円）
462 462 6,917

 （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

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

法により算定）

(1）有価証券

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

均法により算定）

(1）有価証券

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

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

(2）たな卸資産

仕掛品…個別法に基づく原価

法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

商品…移動平均法に基づく原

価法

同左 同左

製品…移動平均法に基づく原

価法

同左 同左

原材料…移動平均法に基づく

原価法

同左 同左

販売用不動産…個別法に基づ

く原価法

同左 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、取引先に貸与している

一部の機械装置及び平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く。）については、定額法

を採用しております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

　建物及び構築物

15～50年

　機械及び装置

４～15年

　工具器具及び備品

４～15年

(2）無形固定資産

　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）に基づく定額法を採用し

ております。その他の無形固定資

産は定額法を採用しております。

(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
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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）

(2）受注工事損失引当金

　受注工事の損失発生に備えるた

め、当中間会計期間末の手持受注

工事のうち、損失発生の可能性が

高く、かつ、その金額を合理的に

見積ることが可能な工事について、

損失見込額を計上しております。

(2）受注工事損失引当金

同左

(2）受注工事損失引当金

　受注工事の損失発生に備えるた

め、当事業年度末の手持受注工事

のうち、損失発生の可能性が高く、

かつ、その金額を合理的に見積る

ことが可能な工事について、損失

見込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。

　また、過去勤務債務は定額法

（10年）により費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は定額法（10

年）により、それぞれ発生の翌事

業年度より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

計上しております。

　また、過去勤務債務は定額法

（10年）により費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は定額法（10

年）により、それぞれ発生の翌事

業年度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給

に備えるため、当中間会計期間末

に退任するものと仮定した場合の

支払予定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

　役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、当事業年度末に退

任するものと仮定した場合の支払

予定額を計上しております。

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、為替差額は損益として処

理しております。

　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、為替差額は損益として処理し

ております。

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．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　ただし、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているものにつ

いては、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

ヘッジ手段　金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象　借入金

③　ヘッジ方針

　取締役会の決議に基づき、借入

金利の上昇によるリスクの回避を

目的として金利スワップ取引を利

用しております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、その判定を

もって有効性の判定としています。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、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）

(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。これにより税引前中間純損失は14百万円増

加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

―――――― (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。

これにより税引前当期純損失は14百万円増加し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。

―――――― （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）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

6,917百万円であります。

　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

――――――
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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

 1,530百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,644百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,579百万円

　減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

※２　担保資産

　このうち担保として提供しているもの

は、次のとおりであります。

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

(1）対応する債務のないもの

　投資有価証券

①　宅地建物取引業の営業保証金

 10百万円

①　宅地建物取引業の営業保証金

10百万円

①　宅地建物取引業の営業保証金

9 百万円

※３　　　　　　――――― ※３　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

※３　　　　　　―――――

受取手形 75百万円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　　　　―――――

（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なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息 10百万円

受取配当金 13百万円

受取利息 11百万円

有価証券利息 8百万円

受取配当金 24百万円

受取利息 13百万円

受取配当金   17百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息 18百万円 支払利息   17百万円 支払利息 40百万円

※３　特別損失のうち主なもの ※３　特別損失のうち主なもの ※３　特別損失のうち主なもの

減損損失   14百万円 減損損失 309百万円

特別退職金　※  25百万円

減損損失  14百万円

※早期退職優遇制度適用に伴う特別加

算金等であります。
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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）

※４　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の運転委

託・維持管

理用設備及

び薬品製造

装置

機械及び装

置、工具器

具及び備品、

ソフトウェ

ア

本社

（東京都世田

谷区）

環境部門の

事業用設備

工具器具及

び備品

 

※４　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の事業用

設備・機器

等

工具器具及

び備品、

リース資産

他

厚木工場

（神奈川県愛

甲郡）

機器部門の

事業用設備、

建物及び土

地等

建物、工具

器具及び備

品、土地、

リース資産

他

※４　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社

（東京都世田

谷区）他

上下水道部

門の運転委

託・維持管

理用設備及

び薬品製造

装置

機械及び装

置、工具器

具及び備品、

ソフトウェ

ア

本社

（東京都世田

谷区）

環境部門の

事業用設備

工具器具及

び備品

 

(2）減損損失の認識に至った経緯

　上記の各資産グループについては、営業

活動から生じる損益が継続的にマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フロー

の見積り総額が各資産グループの帳簿価額

を下回るため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を特別損失に計上し

ております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

同左

(2）減損損失の認識に至った経緯

同左

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

機械及び装置 10

工具器具及び備品 3

ソフトウェア 0

合計 14

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

建物 22

構築物 6

機械及び装置 6

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 34

土地 41

施設利用権 3

ソフトウェア 0

無形固定資産その他 1

リース資産 191

合計 309

(3）減損損失の金額

種類 金額(百万円)

機械及び装置 10

工具器具及び備品 3

ソフトウェア 0

合計 14

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは、管理会計上の部

門に基づいて区分しております。

(4）資産のグルーピングの方法

同左

(4）資産のグルーピングの方法

同左

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値により測定し

ており、将来キャッシュ・フローを５％で

割り引いて算定しております。

(5）回収可能価額の算定方法

同左

(5）回収可能価額の算定方法

同左

　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 56百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産 51百万円

無形固定資産  1百万円

有形固定資産    107百万円

無形固定資産 1百万円
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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）

※　当社の売上高及び営業費用は、通常の営

業の形態として、上半期に比べ下半期に完

成する工事の割合が大きいため、事業年度

の上半期の売上高及び営業費用と下半期の

売上高及び営業費用との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。

※　　　　　　　　同左 　　　　　　　　―――――

（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

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間期末

式数（株）

 普通株式（注） 21,805 783 － 22,588

合計 21,805 783 － 22,588

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加783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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（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）

１．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)

車両及び運搬
具

39 20 19

工具器具及び
備品

247 73 173

合計 287 94 192

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

減損損

失累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

車両及び運
搬具

32 19 10 2

工具器具及
び備品

270 112 125 32

合計 302 131 136 34

 

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)

車両及び運搬
具

33 18 14

工具器具及び
備品

260 94 165

合計 293 113 180

（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。

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 57百万円

１年超 135百万円

合計 192百万円

１年内 58百万円

１年超 112百万円

合計 171百万円

リース資産減損勘定

の残高
136百万円

１年内 57百万円

１年超 122百万円

合計 180百万円

（注）なお、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。

同左 （注）なお、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、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28百万円

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額  31百万円

減損損失 136百万円

支払リース料 59百万円

減価償却費相当額 59百万円

(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。

(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

（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。

（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。
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（有価証券関係）

　前中間会計期間（平成17年９月30日）、当中間会計期間（平成18年９月30日）及び前事業年度（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。

（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 342円76銭

１株当たり中間純損失 38円40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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額 322円36銭

１株当たり中間純損失 46円44銭

同左

１株当たり純資産額 376円46銭

１株当たり当期純損失 12円22銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であり、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（当期）純損失の算定上の基礎は、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）純損失（△）（百万円） △824 △996 △262

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（百万円）
△824 △996 △262

期中平均株式数（千株） 21,461 21,457 21,459

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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