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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 4,916 24.8 478 85.0 447 96.3

17年９月中間期 3,938 △1.0 258 △1.6 227 △2.5

18年３月期 8,283 685 586

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 250 92.7 42 04

17年９月中間期 130 38.1 26 21

18年３月期 336 65 53

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,962,000株 17年９月中間期 4,962,000株 18年３月期 5,045,333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 8,117 3,075 37.9 515 80

17年９月中間期 6,668 2,070 31.0 417 23

18年３月期 7,756 2,934 37.8 491 20

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,962,000株 17年９月中間期 4,962,000株 18年３月期 5,962,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －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 9,500 870 480

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　80円50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 － － － 12.50 － 12.50

19年３月期（実績） － － － － －
12.50

19年３月期（予想） － － － 12.50 －

（注）18年３月期末配当金の内訳　普通配当　10円00銭　記念配当　2円50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。
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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）

対前中間

期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   428,435   701,837    1,000,244  

２．受取手形 ※５  690,714   1,557,113    1,066,122  

３. 売掛金   1,301,277   1,621,528    1,461,208  

４．たな卸資産   792,850   916,016    825,105  

５. 繰延税金資産   91,572   116,592    94,863  

６. 関係会社短期貸付

金
  500,000   400,000    400,000  

７．その他   115,845   139,133    173,321  

貸倒引当金   △3,564   △2,976    △4,616  

流動資産合計   3,917,131 58.7  5,449,245 67.1 1,532,114  5,016,240 64.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

（１）建物 ※１ 1,196,624   1,208,828    1,202,944   

減価償却累計額  569,758 626,865  610,645 598,182   590,169 612,775  

（２）構築物 ※１ 48,938   49,288    49,288   

減価償却累計額  42,451 6,487  43,166 6,122   42,903 6,385  

（３）機械装置 ※１ 1,768,410   1,723,401    1,782,930   

減価償却累計額  1,325,784 442,625  1,361,495 361,906   1,390,972 391,957  

（４）車輌運搬具  1,410   1,410    1,410   

減価償却累計額  1,339 70  1,339 70   1,339 70  

（５）工具器具備品 ※１ 512,054   500,895    523,074   

減価償却累計額  417,190 94,864  404,368 96,527   428,023 95,051  

（６）土地 ※１  643,862   643,862    643,862  

（７) 建設仮勘定   2,531   12,285    －  

有形固定資産合計   1,817,307 27.3  1,718,956 21.2 △98,350  1,750,102 22.5
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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）

対前中間

期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

２　無形固定資産            

（１）借地権 ※１  177,000   177,000    177,000  

（２）その他   8,245   7,444    7,690  

無形固定資産合計   185,245 2.8  184,444 2.3 △800  184,690 2.4

３　投資その他の資産            

（１）投資有価証券   192,081   237,492    282,052  

（２）関係会社株式   192,328   192,328    192,328  

（３）繰延税金資産   297,537   266,183    255,054  

（４）その他   81,764   84,489    90,218  

貸倒引当金   △14,830   △15,503    △13,957  

投資その他の資産合

計
  748,880 11.2  764,990 9.4 16,109  805,697 10.4

固定資産合計   2,751,433 41.3  2,668,391 32.9 △83,042  2,740,490 35.3

資産合計   6,668,565
100.

0
 8,117,636

100.

0
1,449,071  7,756,730

100.

0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※５  684,756   1,306,964    756,298  

２. 買掛金   250,753   440,587    428,605  

３．短期借入金   1,816,000   1,480,000    1,800,000  

４. １年以内返済予定

の長期借入金
※１  203,029   86,070    204,409  

５．未払法人税等   113,724   214,167    173,373  

６．役員賞与引当金   －   4,000    －  

７．その他 ※４  559,595   660,375    567,269  

流動負債合計   3,627,859 54.4  4,192,164 51.6 564,305  3,929,954 50.7
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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）

対前中間

期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※１  166,307   80,237    110,753  

２．退職給付引当金   770,246   717,324    742,789  

３．役員退職慰労引当

金
  33,832   52,655    39,191  

固定負債合計   970,385 14.6  850,216 10.5 △120,168  892,733 11.5

負債合計   4,598,245 69.0  5,042,381 62.1 444,136  4,822,688 62.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   272,850 4.1  － － △272,850  527,850 6.8

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  57,050   －    408,500   

資本剰余金合計   57,050 0.8  － － △57,050  408,500 5.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  24,936   －    24,936   

２．任意積立金            

（１）別途積立金  600,000   －    600,000   

３．中間（当期）未処

分利益
 1,073,413   －    1,279,464   

利益剰余金合計   1,698,349 25.5  － － △1,698,349  1,904,400 24.5

Ⅳ　その他有価証券評価

差額金
  42,070 0.6  － － △42,070  93,292 1.2

資本合計   2,070,320 31.0  － － △2,070,320  2,934,042 37.8

負債資本合計   6,668,565
100.

0
 － － △6,668,565  7,756,730

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）

対前中間

期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   － －  527,850 6.5 527,850  － －

　２　資本剰余金            

（１）資本準備金  －   408,500    －   

資本金剰余金合

計
  － －  408,500 5.0 408,500  － －

 ３　利益剰余金            

（１）利益準備金  －   24,936    －   

（２）その他利益剰余

金
           

 別途積立金  －   600,000    －   

 社会貢献活動積

立金
 －   1,600    －   

繰越利益剰余金  －   1,448,529   1,448,529 －   

 利益剰余金合計   － －  2,075,065 25.6 2,075,065  － －

４　自己株式   － －  － －   － －

 　 株主資本合計   － －  3,011,415 37.1 3,011,415  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

　１　その他有価

　証券評価差

　額金

  － － 63,840   63,840  － －

評価・換算差額等

合計
  － －  63,840 0.8 63,840  － －

Ⅲ　新株予約権   －   －    －  

純資産合計   － －  3,075,255 37.9 3,075,255  － －

負債純資産合計   － －  8,117,636
100.

0
8,117,636  － －
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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）

対前中間

期比

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

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   3,938,610
100.

0
 4,916,120

100.

0
977,509  8,283,467

100.

0

Ⅱ　売上原価   2,476,523 62.9  3,135,072 63.8 658,549  5,198,646 62.8

売上総利益   1,462,086 37.1  1,781,047 36.2 318,960  3,084,821 37.2

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
  1,203,254 30.5  1,302,285 26.5 99,031  2,398,930 28.9

営業利益   258,832 6.6  478,762 9.7 219,929  685,891 8.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,962 0.2  8,991 0.2 28  15,180 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  40,020 1.0  40,568 0.8 547  114,619 1.4

経常利益   227,774 5.8  447,185 9.1 219,410  586,452 7.1

Ⅵ　特別利益 ※３  6,127 0.1  1,677 0.0 △4,450  5,120 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  201 0.0  2,995 0.0 2,794 － 1,777 0.0

税引前中間（当

期）純利益
  233,700 5.9  445,866 9.1 212,165  589,795 7.1

法人税、住民税及

び事業税
 110,288   208,400    255,288   

法人税等調整額  △6,687 103,600 2.6 △13,223 195,176 4.0 91,575 △1,642 253,645 3.0

中間（当期）純利

益
  130,099 3.3  250,689 5.1 120,590  336,150 4.1

前期繰越利益   943,313   －    943,313  

中間（当期）未処

分利益
  1,073,413   －    1,279,464  
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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

別途

積立金

社会

貢献活動

積立金

繰越

利益

剰余金 

平成18年３月31日　残高

（千円）
527,850 408,500 － 408,500 24,936 600,000 － 1,279,464 1,904,400 － 2,840,750

中間会計期間中の変動額            

新株の発行 － －  －       －

剰余金の配当（注）        △74,525 △74,525  △74,525

剰余金の配当に伴う

利益準備金の積立（注）
      1,600 △1,600   －

役員賞与（注）        △5,500 △5,500  △5,500

中間純利益        250,689 250,689  250,689

自己株式の処分   － －      － －

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）
－ － － － － － 1,600 169,064 170,664 － 170,664

平成18年９月30日　残高

（千円）

 

527,850 408,500 － 408,500 24,936 600,000 1,600 1,448,529 2,075,065 － 3,011,415

 

 

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

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高 　

　　　

（千円）

 

93,292 93,292 － 2,934,042

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    －

剰余金の配当（注）    △74,525

剰余金の配当に伴う

利益準備金の積立（注）
   －

役員賞与（注）    △5,500

中間純利益    250,689

自己株式の処分    －

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純

額）

△29,451 △29,451 － △29,451

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　 （千円）
△29,451 △29,451 － 141,213

平成18年９月30日　残高

（千円）

 

63,840 63,840 － 3,075,255

　（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)子会社株式及び関連会社

　 株式

　移動平均法による原価

法を採用しております。

(1)子会社株式及び関連会社

　 株式

同左

(1)子会社株式及び関連会社

　 株式

同左

(2)その他の有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市

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

原価は移動平均法により

算定）を採用しておりま

す。

(2)その他の有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市

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

却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しており

ます。

(2)その他の有価証券

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、売却原価は移動

平均法により算定）を採

用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(3)たな卸資産

製品・仕掛品・原材料・

貯蔵品

　月次総平均法による原

価法を採用しております。

(3)たな卸資産

製品・仕掛品・原材料・

貯蔵品

同左

(3)たな卸資産

製品・仕掛品・原材料・

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

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　：３～38年

構築物　　　：８～15年

機械装置　　：５～８年

車輌運搬具　：４年

工具器具備品：２～10年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

　ソフトウェア：社内にお

ける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

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
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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)　　　──────

 

(2)役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備

えて、当会計年度における支

給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。

 （会計方針の変更）

　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、

それぞれ4,000千円減少してお

ります。

(2)　　　──────

 

(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

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（10年）に

よる定額法により費用処理を

行っております。

　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

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（10年）に

よる定額法により費用処理を

行っております。

　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。

（会計方針の変更）

　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

れによる損益に与える影響は

ありません。

（会計方針の変更）

──────

（会計方針の変更）

　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

れによる損益に与える影響は

ありません。
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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）

(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

(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．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3,075,255千円でありま

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、中間財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間財務諸表規則により作

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　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次の

とおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次の

とおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次の

とおりであります。

建物 621,248千円

構築物 2,831

機械装置 95,134

工具器具備品 3,298

土地 539,004

借地権 177,000

計 1,438,516

建物 599,508千円

構築物 2,644

機械装置 53,354

工具器具備品 3,298

土地 539,004

借地権 177,000

計 1,374,810

建物 601,116千円

構築物 2,658

機械装置 59,652

工具器具備品 3,298

土地 539,004

借地権 177,000

計 1,382,729

　担保付債務は次のとおりでありま

す。

　担保付債務は次のとおりでありま

す。

　担保付債務は次のとおりでありま

す。

１年以内返済予

定の長期借入金
173,029千円

長期借入金 166,307

計 339,336

１年以内返済予

定の長期借入金
86,070千円

長期借入金 80,237

計 166,307

１年以内返済予定

の長期借入金
174,409千円

長期借入金 110,753

計 285,162

（注）　なお、上記の固定資産につい

ては、工場財団抵当に供してお

ります。

（注）　なお、上記の固定資産につい

ては、工場財団抵当に供してお

ります。

（注）　なお、上記の固定資産につい

ては、工場財団抵当に供してお

ります。

　２　受取手形割引高

245,185千円

　２　　　　──────

 

　２　　　　──────

 

　３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

　３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

　３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額 2,215,000千円

借入実行残高 1,786,000

差引額 429,000

当座貸越極度額 1,860,000千円

借入実行残高 1,480,000

差引額 380,000

当座貸越極度額 2,240,000千円

借入実行残高 1,800,000

差引額 440,000

※４　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、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「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　　　　──────

　

※５　　　　────── ※５　中間会計期間末日満期手形

　中間会計期間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、次の中間会計期

間末日満期手形が中間会計期間末残

高に含まれております。

受取手形 161,210千円

支払手形 283,825

※５　　　　──────
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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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,507千円

受取配当金 1,269

業務受託料 1,800

団体生命保険

配当金
2,534

受取利息 2,053千円

受取配当金 1,511

業務受託料 1,800

団体生命保険

配当金
2,661

受取利息 5,010千円

受取配当金 1,895

業務受託料 3,600

団体生命保険

配当金
2,534

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

支払利息 12,237千円

売上割引 24,972

支払利息 11,874千円

売上割引 27,581

支払利息 24,194千円

売上割引 51,154

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 6,127千円 貸倒引当金戻入益 1,677千円 貸倒引当金戻入益 5,120千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 201千円 固定資産除却損 1,934千円 固定資産除却損 1,777千円

　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 104,181千円

無形固定資産 845

有形固定資産 66,987千円

無形固定資産 383

有形固定資産 204,264千円

無形固定資産 1,400
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　該当事項はありません。
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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)

工具器具備品 129,024 57,195 71,828

 

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)

工具器具備品 179,748 87,052 92,696

 

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)

工具器具備品 170,112 72,687 97,424

（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 27,081千円

１年超 44,746千円

合計 71,828千円

１年内 33,794千円

１年超 58,901千円

合計 92,696千円

１年内 34,494千円

１年超 62,929千円

合計 97,424千円

（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、減価償却費相当

額

（３）支払リース料、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 13,647千円

減価償却費相当額 13,647千円

支払リース料 17,658千円

減価償却費相当額 17,658千円

支払リース料 29,138千円

減価償却費相当額 29,138千円

（４）減価償却相当額の算定方法

　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）減価償却相当額の算定方法

同左

（４）減価償却相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　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）及び前事業年度末（平成18年３

月31日）において子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 417.23円

１株当たり中間純利

益金額
26.21円

１株当たり純資産額 515.80円

１株当たり中間純利

益金額
42.04円

１株当たり純資産額 491.20円

１株当たり当期純利

益金額
65.53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。

　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。

　当社は、平成17年８月11日付で株式

１株につき10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１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

 　当社は、平成17年８月11日付で株式

１株につき10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１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

396.65円

１株当たり当期純利益金額

45.83円

　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。

 前事業年度

１株当たり純資産額

396.65円

１株当たり当期純利益金額

45.83円

　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（千円） 130,099 250,689 336,150

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ － 5,500

（うち利益処分による役員

　賞与金）
(－) (－) (5,500)

普通株式に係る中間（当期）

純利益

（千円）

130,099 250,689 330,650

期中平均株式数（株） 4,962,000 5,962,000 5,045,333

－ 48 －



（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

－ 49 －


