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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  

 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 6,926  (  31.8) 646  ( 372.9) 681  ( 302.1)

17年９月中間期 5,256  (△18.1) 136 (△78.0) 169 (△75.6)

18年３月期 11,658 ( △2.4) 688  (△17.6) 765  (△19.1)

 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 427  ( 665.5) 27 44

17年９月中間期 55  (△86.5) 3 58

18年３月期 474  (△16.1) 29 68

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 15,599,320株 17年９月中間期 15,599,360株 18年３月期 15,599,340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 15,842 11,874 75.0 761 24

17年９月中間期 14,373 11,198 77.9 717 89

18年３月期 15,994 11,574 72.4 741 28

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,599,320株 17年９月中間期 15,599,360株 18年３月期 15,599,320株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 680株 17年９月中間期 640株 18年３月期 680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 14,000 1,350 830

 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 53円20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 5.00 5.00 10.00

19年３月期（実績） 5.00 －
11.00

19年３月期（予想） － 6.00

※　上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含ん

でおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と乖離する結果となりうることをご承知おき

ください。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照してください。
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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（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 179,743 160,053 141,741

２．受取手形  183,245 139,858 123,048

３．売掛金  3,285,057 4,561,887 4,134,761

４．たな卸資産 390,705 639,194 457,307

５．未収入金 468,225 457,470 543,353

６．繰延税金資産 185,083 197,381 180,087

７．短期貸付金 5,034,411 3,954,444 4,799,425

８．その他 59,612 73,731 67,157

貸倒引当金 △1,500 △2,100 △1,900

流動資産合計 9,784,586 68.1 10,181,923 64.3 10,444,984 65.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※１ 818,342 807,342 841,772

(2) 機械及び装置 ※１ 878,103 1,479,660 1,375,702

(3) その他 ※１ 602,844 670,661 770,966

有形固定資産合計 2,299,290 16.0 2,957,665 18.7 2,988,441 18.7

２．無形固定資産 141,781 1.0 120,188 0.7 136,420 0.8

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  1,263,349 1,310,065 378,078

(2) 前払年金費用 674,455 982,207 801,272

(3) その他 254,334 328,161 1,283,560

貸倒引当金 △44,400 △37,300 △38,400

投資その他の資産
合計

2,147,738 14.9 2,583,133 16.3 2,424,512 15.2

固定資産合計 4,588,809 31.9 5,660,986 35.7 5,549,374 34.7

資産合計 14,373,395 100.0 15,842,910 100.0 15,994,358 100.0
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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 1,899,339 2,239,092 2,290,808

２．未払法人税等 55,342 260,133 159,950

３．役員賞与引当金 － 9,040 －

４．その他 ※３ 748,194 934,703 1,459,715

流動負債合計 2,702,875 18.8 3,442,969 21.7 3,910,475 24.4

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労
引当金

89,368 92,795 96,659

２．繰延税金負債 382,599 432,312 412,746

固定負債合計 471,967 3.3 525,107 3.3 509,405 3.2

負債合計 3,174,842 22.1 3,968,077 25.0 4,419,881 27.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,806,750 26.5 －  3,806,750 23.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 951,687 － 951,687

２．その他資本剰余金 2,836,738 － 2,836,738

資本剰余金合計 3,788,426 26.3 －  3,788,426 23.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 2,500 － 2,500

２．任意積立金 3,122,315 － 3,122,315

３．中間（当期）未処分利
益

406,362 － 746,464

利益剰余金合計 3,531,178 24.6 －  3,871,280 24.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

72,779 0.5 －  108,656 0.7

Ⅴ　自己株式 △581 △0.0 －  △636 △0.0

資本合計 11,198,553 77.9 －  11,574,477 72.4

負債・資本合計 14,373,395 100.0 －  15,994,358 100.0
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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 －  11,804,812 74.5 －  

１．資本金 －  3,806,750 24.0 －  

２．資本剰余金 －  3,788,426 23.9 －  

(1)資本準備金 －  951,687 6.0 －  

(2)その他資本剰余金 －  2,836,738 17.9 －  

３．利益剰余金 －  4,210,272 26.6 －  

(1)利益準備金 －  2,500 0.0 －  

(2)その他利益剰余金 －  4,207,772 26.6 －  

別途積立金 －  3,340,500 21.1 －  

固定資産圧縮
積立金

－  170,286 1.1 －  

特別償却準備金 －  8,910 0.1 －  

繰越利益剰余金 －  688,076 4.3 －  

４．自己株式 －  △636 0.0 －  

Ⅱ　評価・換算差額等 －  70,020 0.5 －  

その他有価証券評価差
額金

－  70,020 0.5 －  

純資産合計 －  11,874,833 75.0 －  

負債・純資産合計 －  15,842,910 100.0 －  
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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 5,256,661 100.0 6,926,526 100.0 11,658,385 100.0

Ⅱ　売上原価 3,698,451 70.4 4,751,565 68.6 8,025,033 68.8

売上総利益 1,558,209 29.6 2,174,961 31.4 3,633,352 31.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,421,575 27.0 1,528,881 22.1 2,944,786 25.3

営業利益 136,633 2.6 646,080 9.3 688,565 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※２ 37,150 0.7 39,909 0.6 85,325 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※３ 4,247 0.1 4,235 0.1 8,111 0.1

経常利益 169,536 3.2 681,753 9.8 765,780 6.6

Ⅵ　特別利益 ※４ 916 0.0 900 0.0 100,178 0.9

Ⅶ　特別損失 ※５ 71,167 1.4 2,003 0.0 89,503 0.8

税引前中間（当
期）純利益

99,286 1.9 680,650 9.8 776,455 6.7

法人税、住民税及
び事業税

14,825 224,157 263,112

法人税等調整額 28,550 43,375 0.8 28,505 252,662 3.6 39,334 302,446 2.6

中間（当期）純利
益

55,910 1.1 427,988 6.2 474,009 4.1

前期繰越利益 350,451 － 350,451

中間配当額 － － 77,996

中間（当期）未処
分利益

406,362 － 746,464
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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

株式資

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

特別償

却準備

金

固定資産

圧縮積立

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）
3,806 951 2,836 3,788 2 15 266 2,840 746 3,871 △0 11,465

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩(注)  △6 6 － －

固定資産圧縮積立金の取崩（注）  △96  96 － －

別途積立金の積立　(注)  500 △500 － －

剰余金の配当　（注）  △77 △77 △77

役員賞与　（注）  △11 △11 △11

中間純利益  427 427 427

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）
－ － － － － △6 △96 500 △58 338 － 338

平成18年９月30日　　残高　　　　　

（百万円）
3,806 951 2,836 3,788 2 8 170 3,340 688 4,210 △0 11,804

 

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）
108 108 11,574

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩（注） －

固定資産圧縮積立金の取崩（注） －

別途積立金の積立 （注） －

剰余金の配当　（注） △77

役員賞与　（注） △11

中間純利益 427

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△38 △38 △38

中間会計期間中の変動額合計　　　

　　（百万円）
△38 △38 300

平成18年９月30日　　残高　　　　

　（百万円）
70 70 11,874

 （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 (1）有価証券 (1）有価証券

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

価は主として移動平均法により

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

原価は主として移動平均法によ

り算定）

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

主として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）デリバティブ

原則として時価法

(2）デリバティブ

同　左

(2）デリバティブ

同　左

(3）たな卸資産

原材料

　移動平均法による原価法によって

おります。

(3）たな卸資産

原材料

同　左

(3）たな卸資産

原材料

同　左

製品、仕掛品

　総平均法による原価法によって

おります。

製品、仕掛品

同　左

製品、仕掛品

同　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　建物（附属設備を除く）は定額

法、建物以外については定率法に

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

２年～40年

機械及び装置

２年～11年

同　左 同　左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は自社利用

のソフトウェア５年であります。

(2）無形固定資産

同　左

(2）無形固定資産

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

　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) 役員賞与引当金

　――――――

(2) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、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。

(2) 役員賞与引当金

――――――

(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（10年）による定額法

により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。

　なお、当社は年金資産の額が企

業年金制度に係る退職給付債務に

当該企業年金制度に係る未認識過

去勤務債務及び未認識数理計算上

の差異を加減した金額を超えてい

るため、前払年金費用として貸借

対照表の投資その他の資産の部に

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（10年）による定額法

により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

年度から費用処理しております。

　なお、年金資産の額が企業年金

制度に係る退職給付債務に当該企

業年金制度に係る未認識過去勤務

債務及び未認識数理計算上の差異

を加減した金額を超えているため、

前払年金費用として貸借対照表の

投資その他の資産の部に計上して

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

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（10年）による定額法

により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

年度から費用処理しております。

　なお、当事業年度において、年

金資産の額が企業年金制度に係る

退職給付債務に当該企業年金制度

に係る未認識過去勤務債務及び未

認識数理計算上の差異を加減した

金額を超えているため、前払年金

費用として貸借対照表の投資その

他の資産の部に計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間期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出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

４．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、振当処理

を採用しているものを除き、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、振当処理

を採用しているものを除き、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

ヘッジ会計の方法 　為替予約取引は振当処理によって

おります。

同　左 同　左

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建金銭債権

ヘッジ手段 ヘッジ対象

同　左 同　左

ヘッジ手段 ヘッジ対象

同　左 同　左

ヘッジ方針

為替予約取引 　将来予想される外貨建金銭債権回

収に係る為替変動リスクを回避する

目的で為替予約取引を行っており、

投機的な取引は行っておりません。

同　左 同　左

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引 　為替相場の変動によるキャッ

シュ・フローの変動を完全に相殺す

るものと想定されるため、有効性評

価は省略しております。

同　左 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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、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

(2）中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している利益処分による圧

縮積立金及び特別償却準備金の積

立て及び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。

――――― ―――――
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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）

（退職給付に係る会計基準）

　当中間会計期間より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第３号　平成17年３月16日）及

び「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第７号　平成17年３月16

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31百万円増加しております。

―――――― （退職給付に係る会計基準）

　当事業年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号　平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号　平成17年３月16

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64百万円増加しております。

―――――― （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。従来の資本の部の合計に相当する

金額は11,874百万円であります。なお、

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間末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。

（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

及び税引前中間純利益は９百万円減少

しております。

――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項　目
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 5,452,562千円 5,820,867千円 5,596,789千円

２．保証債務 　下記の会社の金融機関借入金につ

いて保証を行っております。

―――――― 　下記の会社の金融機関借入金につ

いて保証を行っております。

立信電子㈱ 330,000千円

計 330,000千円

立信電子㈱ 330,000千円

計 330,000千円

※３．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は

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。

同　左 ――――――

（中間損益計算書関係）

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．減価償却実施額

有形固定資産 165,838千円 259,753千円 393,857千円

無形固定資産 21,903千円 26,813千円 46,088千円

※２．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 8,959千円 10,859千円 17,346千円

受取配当金 2,599千円 1,390千円 16,513千円

賃貸料収入 15,600千円 15,600千円 31,200千円

廃品売却益 2,942千円 7,801千円 6,133千円

※３．営業外費用のうち重要なもの

賃貸資産費用 3,192千円 2,823千円 6,092千円

手形売却損 715千円 1,198千円 1,421千円

※４．特別利益のうち重要なもの

台風災害受取保険金 －千円 －千円 97,240千円

※５．特別損失のうち重要なもの

台風災害損失 68,676千円 －千円 83,284千円

（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  

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）

当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式 680 － － 680

合計 680 － － 680
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（リース取引関係）

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）

　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

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

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)

機械及び
装置

159,720 103,152 56,567

合計 159,720 103,152 56,567

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)

機械及び
装置

136,916 122,654 14,262

合計 136,916 122,654 14,262

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)

機械及び
装置

136,916 105,540 31,376

合計 136,916 105,540 31,376

（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 39,930千円

１年超 16,637千円

合計 56,567千円

１年内 14,262千円

１年超 －千円

合計 14,262千円

１年内 31,376千円

１年超 －千円

合計 31,376千円

（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。

（注）　　　 同　左 （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、減価償却費相当

額

支払リース料 19,965千円

減価償却費相当

額
19,965千円

支払リース料 17,114千円

減価償却費相当

額
17,114千円

支払リース料 37,079千円

減価償却費相当

額
37,079千円

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。

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

（有価証券関係）

　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 717.89円

１株当たり中間純利益

金額
3.58円

１株当たり純資産額 761.24円

１株当たり中間純利益

金額
27.44円

１株当たり純資産額 741.28円

１株当たり当期純利益

金額
29.68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、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）純利益金額（千円） 55,910 427,988 474,009

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 11,000

（うち利益処分による役員賞与金） (　　　－) (　　　－) (11,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
金額（千円） 55,910 427,988 463,009

期中平均株式数（千株） 15,599 15,599 15,599

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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