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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 （百万円未満切捨て）

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 34,917 (5.9) 327 (△30.0) 505 (△23.2)

17年９月中間期 32,961 (△30.2) 467 (△40.1) 658 (△36.1)

18年３月期 65,146 (△20.7) 1,077 (△15.0) 1,287 (△20.3)

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 67 (△80.3) 9 48

17年９月中間期 343 (△34.6) 48 05

18年３月期 657 (△17.7) 91 95

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 7,148,136株 17年９月中間期 7,148,196株 18年３月期 7,148,184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 （百万円未満切捨て）

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 29,569 7,015 23.7 981 42

17年９月中間期 27,909 6,320 22.6 884 15

18年３月期 29,568 6,664 22.5 932 39

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 7,148,136株 17年９月中間期 7,148,196株 18年３月期 7,148,136株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 264株 17年９月中間期 204株 18年３月期 264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 73,000 950 910

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 127円31銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 20.00 － 20.00

19年３月期（実績） － － － － －
15.00

19年３月期（予想） － － － 15.00 －

（注）18年３月期末配当金の内訳　普通配当　15円00銭　特別配当　５円00銭

※　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11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 2,717 1,317 4,069

２．受取手形 ＊５ 1,890 3,292 2,114

３．売掛金 16,344 18,600 17,482

４．棚卸資産 2,859 2,585 1,909

５．繰延税金資産 186 198 208

６．その他 582 474 650

貸倒引当金 △10 △8 △10

流動資産合計 24,570 88.0 26,460 89.5 26,424 89.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ＊２ 423 390 405

(2）その他 *1*2 258 111 198

有形固定資産合計 681 501 603

２．無形固定資産 596 387 489

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ＊２ 493 462 512

(2）繰延税金資産 284 234 227

(3）再評価に係る繰延
税金資産

－ 460 －

(4）その他 1,386 1,143 1,393

貸倒引当金 △103 △81 △81

投資その他の資産合
計

2,061 2,219 2,051

固定資産合計 3,339 12.0 3,108 10.5 3,144 10.6

資産合計 27,909 100.0 29,569 100.0 29,568 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 *2*5 1,164 954 477

２．買掛金 ＊２ 14,258 10,202 13,808

３．短期借入金 ＊２ － 3,583 352

４．一年以内返済予定の
長期借入金

＊２ 842 729 742

５．未払法人税等 207 177 357

６．賞与引当金 185 180 231

７．役員賞与引当金 － － 16

８．その他 471 498 351

流動負債合計 17,129 61.4 16,324 55.2 16,336 55.3
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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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債  3,200 5,700 5,700

２．長期借入金 ＊２ 859 130 459

３．退職給付引当金 351 334 348

４．役員退職慰労引当金 49 64 59

固定負債合計 4,460 16.0 6,229 21.1 6,566 22.2

負債合計 21,589 77.4 22,554 76.3 22,903 77.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,433 5.1 － － 1,433 4.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,571 － 1,571

資本剰余金合計 1,571 5.6 － － 1,571 5.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 139 － 139

２．任意積立金 2,325 － 2,325

３．中間（当期）未処分
利益

1,905 － 2,202

利益剰余金合計 4,370 15.7 － － 4,666 15.8

Ⅳ　土地再評価差額金 △1,195 △4.3 － － △1,178 △4.0

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

140 0.5 － － 171 0.6

Ⅵ　自己株式 △0 △0.0 － － △0 △0.0

資本合計 6,320 22.6 － － 6,664 22.5

負債・資本合計 27,909 100.0 － － 29,568 100.0
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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 － － 1,433 4.8 － －

２．資本剰余金

（1）資本準備金 － 1,571 －

資本剰余金合計 － － 1,571 5.3 － －

３．利益剰余金

（1）利益準備金 － 139 －

（2）その他利益剰余
金

別途積立金 － 2,325 －

繰越利益剰余金 － 2,115 －

利益剰余金合計 － － 4,579 15.5 － －

４. 自己株式 － － △0 △0.0 － －

株主資本合計 － － 7,584 25.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１. その他有価証券評価
差額金

－ － 136 0.5 － －

２．土地再評価差額金 － － △706 △2.4 － －

評価・換算差額等合計 － － △569 △1.9 － －

純資産合計 － － 7,015 23.7 － －

負債純資産合計 － － 29,569 100.0 － －
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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 32,961 100.0 34,917 100.0 65,146 100.0

Ⅱ　売上原価 30,496 92.5 32,627 93.4 60,074 92.2

売上総利益 2,465 7.5 2,289 6.6 5,072 7.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,998 6.1 1,962 5.7 3,994 6.1

営業利益 467 1.4 327 0.9 1,077 1.7

Ⅳ　営業外収益 ＊１ 255 0.8 258 0.7 370 0.5

Ⅴ　営業外費用 ＊２ 64 0.2 79 0.2 160 0.2

経常利益 658 2.0 505 1.4 1,287 2.0

Ⅵ　特別利益 ＊３ 51 0.2 2 0.0 111 0.1

Ⅶ　特別損失 ＊4＊6 132 0.4 249 0.7 198 0.3

税引前中間（当期）
純利益

577 1.8 258 0.7 1,200 1.8

法人税、住民税及び
事業税

187 164 482

法人税等調整額 46 233 0.7 26 190 0.5 59 542 0.8

中間（当期）純利益 343 1.1 67 0.2 657 1.0

前期繰越利益 1,567 － 1,567

土地再評価差額金取
崩額

△4 － △21

中間（当期）未処分
利益

1,905 － 2,202
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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）
1,433 1,571 1,571 139 2,325 2,202 4,666 △0 7,672

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △142 △142  △142

中間純利益      67 67  67

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

     △11 △11  △11

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － △87 △87 － △87

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,433 1,571 1,571 139 2,325 2,115 4,579 △0 7,584

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
171 － △1,178 △1,007 － 6,664

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △142

中間純利益      67

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△34 － 472 437 － 425

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△34 － 472 437 － 350

平成18年９月30日　残高

（百万円）
136 － △706 △569 － 7,015

 （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

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

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）

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、売却原価は総平均法

により算定）

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、

売却原価は総平均法により

算定）

時価のないもの

総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

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）棚卸資産

商品

移動平均法による原価法

(3）棚卸資産

商品

同左

(3）棚卸資産

商品

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

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

３～50年

工具器具及び備品

２～20年

 (追加情報）

　上記建物のうち物流業務施

設の一部については、従来採

用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用

年数に変更いたしました。

　この変更は、当中間会計期

間に当該資産を売却する方針

を決定したため耐用年数を短

縮したものであり、この結果、

従来の方法に比較して、営業

利益、経常利益及び税引前中

間純利益が33百万円それぞれ

減少しております。

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

３～50年

工具器具及び備品

２～20年

 (追加情報）

　上記建物のうち物流業務施

設の一部については、従来採

用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用

年数に変更いたしました。

　この変更は、当中間会計期

間に当該資産の売却を決定し

たため耐用年数を短縮したも

のであり、この結果、従来の

方法に比較して、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利

益が54百万円それぞれ減少し

ております。

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物

３～50年

工具器具及び備品

２～20年

 (追加情報）

　上記建物のうち物流業務施

設の一部については、従来採

用していた耐用年数から残存

見積使用期間に合わせた耐用

年数に変更いたしました。

　この変更は、当期に当該資

産を売却する方針を決定した

ため耐用年数を短縮したもの

であり、この結果、従来の方

法に比較して、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益

が66百万円それぞれ減少して

おります。

(2）無形固定資産

定額法

なお、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)に基づいており

ます。

(2）無形固定資産

定額法

同左

(2）無形固定資産

定額法

同左

(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
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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．繰延資産の処理方法  ──────  ────── (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間の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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期

の負担額を計上しております。

 

 

 

 

(3）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額を計上してお

ります。

 (追加情報）

　「役員賞与の会計処理に関

する当面の取り扱い」（企業

会計基準委員会実務対応報告

第13号）に基づき、従来、株

主総会決議時に未処分利益の

減少として会計処理していた

役員賞与を、当期から発生時

に費用処理しております。こ

の結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が、それぞ

れ16百万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)

(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、執行役員等の部分につい

ては、執行役員等の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上しており

ます。

(3）退職給付引当金

同左

(4）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、各期の発

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

定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理してお

ります。

  なお、執行役員等の部分につい

ては、執行役員等の退職慰労金の

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。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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。なお、為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左
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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）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

為替予約

・ヘッジ対象

相場変動等による損失の可

能性がある外貨建金銭債権

債務等

(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

(3）ヘッジ方針

　事業活動及び財務活動に伴う為

替相場などの相場変動によるリス

クを低減させる目的においてのみ

デリバティブ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

　為替予約については、ヘッジ手

段とヘッジ対象の資産・負債等に

関する重要な条件が同一であり、

有効性がおおむね100%であること

が明らかであるため、有効性の判

定は省略しております。

(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

　税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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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）

（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利益は42百

万円減少しております。

　なお、減損損失累計額につきまし

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）

当期より、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

り税引前当期純利益は43百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額につきまし

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7,015百万円でありま

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）

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

533百万円 557百万円 505百万円

＊２．担保に供している資産

土地 390百万円 56百万円 390百万円

その他(有形固定資産) 120百万円 21百万円 84百万円

投資有価証券

計

9百万円

520百万円

12百万円

90百万円

13百万円

488百万円

上記に対する債務額

支払手形 9百万円 12百万円 18百万円

買掛金  －  － 70百万円

短期借入金  － 125百万円  －

長期借入金（一年以内

返済分を含む）
275百万円 175百万円 225百万円

計 284百万円 312百万円 314百万円

　３．債権流動化に伴う買戻

義務
657百万円 695百万円 752百万円

　４．偶発債務

(1）次のとおり金融機関か
らの借入金に対し債務
保証を行っております。

KYOSHIN 
TECHNOSONIC (ASIA)

LTD.

1,454百万円 707百万円 912百万円

SHANGHAI KYOTEC

ELECTRONIC

TRADING.CO.,LTD.

平成堂株式会社

共信コミュニケーショ

ンズ株式会社

計

 －

78百万円

1,275百万円 

2,808百万円

 －

100百万円

1,175百万円 

1,982百万円

29百万円 

100百万円

1,225百万円 

2,266百万円

(2）次のとおり仕入債務に

対し債務保証を行って

おります。

KYOSHIN 
TECHNOSONIC (ASIA)
LTD.

KYOSHIN 

TECHNOSONIC (S)

PTE LTD

計

794百万円

23百万円

818百万円

871百万円

187百万円

1,059百万円

22百万円

957百万円

980百万円
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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)

＊５．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、手形交換日

をもって決済処理をしており

ます。なお、当中間期の末日

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 125百万円

支払手形 159百万円

──────
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（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．営業外収益の重要項目

受取利息 3百万円 0百万円 4百万円

受取配当金 152百万円 166百万円 153百万円

関係会社業務受託収入 47百万円 45百万円 100百万円

為替差益 29百万円 10百万円 63百万円 

＊２．営業外費用の重要項目

支払利息 25百万円 39百万円 56百万円

売上債権売却損 22百万円 20百万円 37百万円

社債発行費  －  － 29百万円

デリバティブ損失 2百万円  －  －

社債利息 9百万円 16百万円 19百万円

＊３．特別利益の重要項目

貸倒引当金戻入額 8百万円 2百万円 12百万円

投資有価証券売却益 43百万円  － 98百万円 

＊４．特別損失の重要項目

固定資産売却損  － 10百万円 9百万円

固定資産除却損 20百万円  － 20百万円

特別退職金  －  － 56百万円 

関係会社株式評価損 65百万円 238百万円 65百万円 

減損損失 42百万円  － 43百万円 

　５．減価償却実施額

有形固定資産 52百万円 82百万円 103百万円

無形固定資産 110百万円 109百万円 220百万円
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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)

＊６．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

損損失を計上しております。

場所及び用途 種類
金額

（百万円）

社宅（神奈川県

川崎市他） 

その他

（有形固定資

産） 

34

電話加入権 
無形

固定資産 
8

計 42

 当社は営業部門ごとに継続的な

収支の把握を行なっていることか

ら各営業部門をグルーピングの最

小単位としております。ただし、

処分予定資産及び稼動休止資産に

ついては、各資産をグルーピング

の最小単位としております。

  上記各資産グループについては、

帳簿価額に比し時価が著しく下落

しているため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（42百万円）として特別

損失に計上しております。

  なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により測

定しており、路線価を合理的に調

整した評価額または売却価格等に

より評価しております。

 

 

 

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 当期において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計

上しております。

場所及び用途 種類
金額

（百万円）

社宅（神奈川県

川崎市他） 

その他

（有形固定資

産） 

34

電話加入権 
無形

固定資産 
9

計 43

 当社は営業部門ごとに継続的な

収支の把握を行っていることから

各営業部門をグルーピングの最小

単位としております。ただし、処

分予定資産及び稼動休止資産につ

いては、各資産をグルーピングの

最小単位としております。

  上記各資産グループについては、

帳簿価額に比し時価が著しく下落

しているため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（43百万円）として特別

損失に計上しております。

  なお、当該資産グループの回収

可能価額は、正味売却価額により

測定しており、路線価を合理的に

調整した評価額または売却価格等

により評価しております。

（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 264 － － 264

合計 264 － － 264
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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、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、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)

その他

(有形固

定資産)

145 78 67

無形固

定資産
84 62 22

合計 230 140 90

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)

その他

(有形固

定資産)

79 40 39

無形固

定資産
26 9 17

合計 106 50 56

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)

その他

(有形固

定資産)

139 88 50

無形固

定資産
61 46 15

合計 201 135 65

(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

１年内 46百万円

１年超 53百万円

計 99百万円

１年内 27百万円

１年超 35百万円

計 62百万円

１年内 33百万円

１年超 40百万円

計 73百万円

(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、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 32百万円

減価償却費相

当額
30百万円

支払利息相当

額
1百万円

支払リース料 20百万円

減価償却費相

当額
19百万円

支払利息相当

額
2百万円

支払リース料 58百万円

減価償却費相

当額
54百万円

支払利息相当

額
3百万円

(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

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

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）

同左

（減損損失について）

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 884円15銭

１株当たり中間純利益 48円05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、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。

１株当たり純資産額 981円42銭

１株当たり中間純利益 9円48銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

9円47銭

 ──────

１株当たり純資産額 932円39銭

１株当たり当期純利益 91円95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、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。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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（百万円） 343 67 657

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

　普通株式に係る中間（当期）純利益
　（百万円）

343 67 657

　期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 7,148

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
   

　普通株式増加数（千株） － 9 －

　（うち新株予約権） － (9) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19
の規定に基づく新株引
受権１種類。

 ────── 　旧商法第280条ノ19
の規定に基づく新株引
受権１種類。

（重要な後発事象）

 　　　該当事項はありません。
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