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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 8,984 10.8 548 3.7 517 △1.1

17年９月中間期 8,108 △1.2 528 57.4 523 52.8

18年３月期 17,471  1,310  1,358  

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 292 28.3 20.41

17年９月中間期 227 61.1 16.16

18年３月期 650  45.92

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 14,322,948株 17年９月中間期 14,104,149株 18年３月期 14,172,232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  

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 16,992 7,964 46.9 557.24

17年９月中間期 15,492 7,487 48.3 526.50

18年３月期 16,188 7,891 48.7 550.51

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 14,292,462株 17年９月中間期 14,221,272株 18年３月期 14,335,272株

②期末自己株式数 18年９月中間期 943,378株 17年９月中間期 1,014,568株 18年３月期 900,568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 18,800 1,500 860

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　60円17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 － 7.50 － 12.50 － 20.00

19年３月期（実績） － 10.00 － － －  

19年３月期（予想） － － － 10.00 － 20.00

 

上記の予想につきましては、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場合があります。
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１．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 762,487 1,136,414 1,023,088

２．受取手形 ※６ 52,386 98,990 73,006

３．売掛金 2,726,165 2,774,229 3,235,071

４．たな卸資産 552,470 631,663 319,157

５．その他 448,798 498,402 407,046

６．貸倒引当金 △7,838 △9,297 △6,921

流動資産合計 4,534,469 29.3 5,130,403 30.2 5,050,449 31.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 2,861,752 2,743,555 2,807,423

２．土地 ※２ 2,328,861 2,263,501 2,269,501

３．その他 415,336 554,557 610,329

有形固定資産合計 5,605,950 5,561,614 5,687,255

(2）無形固定資産

１．ソフトウエア 915,267 982,825 1,102,858

２．その他 43,896 44,151 44,049

無形固定資産合計 959,164 1,026,977 1,146,908

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券  983,745 1,088,429 981,955

２．関係会社株式 3,461,819 4,310,219 3,461,819

３．敷金及び保証金 268,933 267,897 273,400

４．その他 552,310 579,159 555,581

５．投資損失引当金 △862,817 △957,817 △957,817

６．貸倒引当金 △12,583 △14,225 △10,687

投資その他の資産
合計

4,391,407 5,273,662 4,304,251

固定資産合計 10,956,522 70.7 11,862,254 69.8 11,138,415 68.8

Ⅲ　繰延資産 1,400 0.0 － － － －

資産合計 15,492,392 100.0 16,992,658 100.0 16,188,865 100.0
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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．支払手形 ※６  － 1,890  －

２．買掛金 1,324,824 1,349,587 1,468,080

３．短期借入金 ※2.3 2,822,720 3,116,240 2,485,520

４．1年以内償還予定の
社債

 － 600,000 600,000

５．未払法人税等 245,281 235,532 349,219

６．関係会社預り金 － 400,000 100,000

７．賞与引当金 339,304 355,148 335,346

８．その他 ※５ 425,666 660,753 939,281

流動負債合計 5,157,797 33.3 6,719,151 39.5 6,277,448 38.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 600,000 －  －

２．長期借入金 ※２ 1,422,330 1,381,790 1,137,470

３．退職給付引当金 547,964 651,262 605,652

４．その他 276,734 276,132 276,536

固定負債合計 2,847,028 18.4 2,309,185 13.6 2,019,658 12.5

負債合計 8,004,825 51.7 9,028,336 53.1 8,297,107 51.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,203,992 20.7 － － 3,203,992 19.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 801,000 － 801,000

２．その他資本剰余金 2,546,102 － 2,528,660

資本剰余金合計 3,347,102 21.6 － － 3,329,660 20.6

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未処分
利益

1,376,163 － 1,692,443

利益剰余金合計 1,376,163 8.9 － － 1,692,443 10.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

100,956 0.6 － － 145,661 0.9

Ⅴ　自己株式 △540,647 △3.5 － － △479,999 △3.0

資本合計 7,487,566 48.3 － － 7,891,757 48.7

負債・資本合計 15,492,392 100.0 － － 16,188,865 100.0
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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  

１　資本金  － － 3,203,992 18.9 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 801,000 －

(2) その他資本剰余

金
－ 2,528,168 －

資本剰余金合計 － － 3,329,168 19.6 － －

３　利益剰余金  

(1) その他利益剰余

金

繰越利益剰余金 － 1,805,580 －

利益剰余金合計  － － 1,805,580 10.6 － －

４　自己株式  － － △519,299 △3.1 － －

株主資本合計  － － 7,819,442 46.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 144,879 0.9 － －

評価・換算差額等合

計
－ － 144,879 0.9 － －

純資産合計 － － 7,964,321 46.9 － －

負債純資産合計 － － 16,992,658 100.0 － －
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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 8,108,483 100.0 8,984,921 100.0 17,471,170 100.0

Ⅱ　売上原価 6,255,665 77.1 7,089,421 78.9 13,471,597 77.1

売上総利益 1,852,817 22.9 1,895,500 21.1 3,999,573 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,323,892 16.4 1,346,959 15.0 2,689,156 15.4

営業利益 528,925 6.5 548,540 6.1 1,310,416 7.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 6,596 5,165 9,620

２．投資有価証券売却益 47,985 4,008 129,792

３．その他 8,877 12,642 20,323

営業外収益合計 63,459 0.8 21,816 0.3 159,735 0.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 31,339 28,219 56,482

２．支払手数料 7,568 12,434 10,061

３．投資事業組合出資金
運用損

19,863 6,906 31,929

４．社債発行費償却 1,400  － 2,800

５．その他 8,604 5,083 10,797

営業外費用合計 68,775 0.8 52,643 0.6 112,070 0.6

経常利益 523,608 6.5 517,713 5.8 1,358,082 7.8

Ⅵ　特別利益 ※２ 338 0.0 774 0.0 24,226 0.1

Ⅶ　特別損失 ※3.4 113,757 1.4 4,786 0.1 299,437 1.7

税引前中間(当期)
純利益

410,189 5.1 513,701 5.7 1,082,871 6.2

法人税、住民税及
び事業税

224,993 214,500 551,550

法人税等調整額 △42,706 182,286 2.3 6,871 221,372 2.4 △119,520 432,030 2.5

中間(当期)純利益 227,902 2.8 292,328 3.3 650,841 3.7

前期繰越利益 1,148,261  － 1,148,261

中間配当額  －  － 106,659

中間(当期)未処分
利益

1,376,163  － 1,692,443
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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

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,203,992 801,000 2,528,660 3,329,660 1,692,443 1,692,443 △479,999 7,746,095

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（注）     △179,190 △179,190  △179,190

中間純利益     292,328 292,328  292,328

自己株式の取得       △40,928 △40,928

自己株式の処分   △492 △492   1,629 1,137

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）
- - △492 △492 113,137 113,137 △39,299 73,346

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
3,203,992 801,000 2,528,168 3,329,168 1,805,580 1,805,580 △519,299 7,819,442

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）
145,661 145,661 7,891,757

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △179,190

中間純利益   292,328

自己株式の取得   △40,928

自己株式の処分   1,137

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△782 △782 △782

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （千円）
△782 △782 72,563

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
144,879 144,879 7,964,321

　（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

移動平均法による原価法

その他有価証券

①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

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

①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

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

①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）

②時価のないもの

移動平均法による原価法

②時価のないもの

同左

②時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

下記を除き、定率法

平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）：定

額法

横浜情報センターの建物附属設備

及び構築物：定額法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

主な耐用年数は下記のとおりで

あります。

建物　　　　　 ６～50年

その他　　　　 ２～20年

(2）無形固定資産

①情報処理サービス業務用等の自

社利用のソフトウエアの自社制

作費用および購入費用は、経済

的耐用年数（５年以内）に基づ

き定額法により償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

①　　　　 同左

(2）無形固定資産

①　　　　 同左

②市場販売目的のソフトウエアは、

販売見込期間（３年以内）にお

ける見込販売収益に基づく償却

額と販売可能な残存有効期間に

基づく均等配分額を比較し、い

ずれか大きい金額を計上してお

ります。

②　　　　 同左 ②　　　　 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

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、中間期末以降支給見込

額のうち当中間会計期間の対応分

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、次期支給見込額の当期

対応分を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付の支給に備え

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。

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。

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

により按分した額を発生した事業

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

従業員の退職給付の支給に備え

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。

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。

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

により按分した額を発生した事業

年度から費用処理することとして

おります。

(4）役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金内

規に基づく中間期末要支給額を計

上しておりましたが、役員報酬制

度の見直しの一環として、平成17

年６月24日の定時株主総会の決議

をもって役員退職慰労金制度を廃

止いたしました。なお、当該総会

までの期間に対する役員退職慰労

金相当額は長期未払金として固定

負債の「その他」に含めて表示し

ております。

(4）　　　────── (4）役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金内

規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、役員報酬制度見

直しの一環として、平成17年６月

24日の定時株主総会の決議をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止いた

しました。なお、当該総会までの

期間に対する役員退職慰労金相当

額は、各取締役および監査役の退

任時に支給されるため、長期未払

金として固定負債の「その他」に

表示しております。

(5）投資損失引当金

　関係会社に対する投資等の損失

に備えるため、関係会社の財政状

態等を勘案し、その必要額を計上

しております。

(5）投資損失引当金

同左

(5）投資損失引当金

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）

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

　金利スワップ取引については、

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

の要件を満たすものについては、

金利スワップに係る金銭の受払の

純額等をヘッジ対象の借入金の利

息に加減して処理しております。

(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

ヘッジ対象：特定借入金の支払

金利

(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

　借入金利息の金利変動に伴う

キャッシュ・フローの変動を回避

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

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時期および

その後継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することがで

きるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

(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

　消費税等の会計処理は、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

前中間純利益は97,261千円減少してお

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

期純利益は156,621千円減少しており

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）および「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7,964,321千円であります。

　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。

 ──────―――――― 

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）

（中間貸借対照表）

　証券取引法等が一部改正されたことに伴い、前中間会計

期間末まで投資その他の資産の「その他」に含めておりま

した投資事業組合への出資金（当中間会計期間末180,851

千円）は、「投資有価証券」に含めて表示しておりま

す。

　なお、前中間会計期間末における投資事業組合への出資

金は234,997千円であります。

（中間貸借対照表）

──────―――――― 
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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．固定資産の減価償却累計額

有形固定資産　　　　 1,635,015千円

※１．固定資産の減価償却累計額

有形固定資産　　　　 1,922,855千円

※１．固定資産の減価償却累計額

有形固定資産　　　　   1,782,945千円

※２．担保資産

(1)担保に供している資産

※２．担保資産

(1)担保に供している資産

※２．担保資産

(1)担保に供している資産

建物     1,636,295千円

土地     1,952,908千円

計     3,589,204千円

建物     1,529,634千円

土地     1,778,506千円

計     3,308,141千円

建物    1,545,992千円

土地     1,778,506千円

計     3,324,499千円

(2)担保資産に対応する債務 (2)担保資産に対応する債務 (2)担保資産に対応する債務

短期借入金及び長

期借入金
     837,750千円

短期借入金及び長

期借入金
      496,550千円

短期借入金及び長

期借入金
      513,650千円

※３．貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるととも

に、業容拡大に向け機動的かつ安定的な資金

調達を可能にする手段として取引銀行５行と

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会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

 

貸出コミットメントの総額

2,000,000千円

借入実行残高

 　　　1,400,000千円

差引額                      600,000千円

※３．貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるととも

に、業容拡大に向け機動的かつ安定的な資金

調達を可能にする手段として取引銀行５行と

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会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

 

貸出コミットメントの総額

         3,000,000千円

借入実行残高

 　　　2,000,000千円

差引額                    1,000,000千円

※３．貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、

業容拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を

可能にする手段として取引銀行５行と貸出コ

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事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

 

貸出コミットメントの総額

         2,000,000千円

借入実行残高

 　　　1,500,000千円

差引額                    　500,000千円

４．保証債務 ４．保証債務 ４．保証債務

(1)㈱スリーディーの銀行からの借入金 (1)㈱スリーディーの銀行からの借入金 (1)㈱スリーディーの銀行からの借入金

       250,000千円               200,000千円               200,000千円

(2)㈱プロトンの取引先に対する仕入債

務に対する保証

      66,699千円

(2)㈱プロトンの取引先に対する仕入債

務に対する保証

            20,722千円

(2)㈱プロトンの取引先に対する仕入債務

に対する保証

             60,140千円

(3)㈱スリーディーの情報処理推進機構

への支払債務

      7,996千円

(3)㈱スリーディーの情報処理推進機構へ

の支払債務

      7,996千円

※５．消費税等の取扱い ※５．消費税等の取扱い ※５.　　　――――――――――

　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

※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については、

当中間会計期間の末日が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。

受取手形     16,938千円

支払手形     15,571千円

※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　　　　　146,160千円

無形固定資産　　　　　126,052千円

有形固定資産　　　　　186,902千円

無形固定資産　　　　　184,922千円

有形固定資産　　　　　317,885千円

無形固定資産　　　　　266,013千円

※２.　　―――――――――― ※２.　　―――――――――― ※２．特別利益の主な内容

訴訟和解金     23,416千円

※３．特別損失の主な内容 ※３.　　―――――――――― ※３．特別損失の主な内容

減損損失     97,261千円

ソフトウエア除却損     12,743千円

減損損失     156,621千円

投資損失引当金繰入額     95,000千円

投資有価証券評価損      27,499千円

ソフトウエア除却損      12,743千円

※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。

場所 用途 種類

北海道虻田郡

京極町
遊休 土地

千葉県長生郡

長柄町
遊休 土地

千葉県

君津市
遊休 土地

茨城県鹿島郡

旭村
遊休 土地

　当社は、減損に係る会計基準の適用に当た

り、資産について各事業部毎にグルーピング

を実施しております。

　なお、遊休資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す単位として、各物件

をグルーピングの単位としております。

　グルーピングの単位である各事業部におい

ては、減損の兆候がありませんでしたが、遊

休状態である土地について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（97,261千円）として特別損失に計上してお

ります。

　なお、当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、市場価格

が存在する場合には市場価格に基づく価額を、

市場価格が観測できない場合には、合理的に

算定された価額により評価しております。

※４.　　―――――――――― ※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。

場所 用途 種類

北海道虻田郡

京極町
遊休 土地

千葉県長生郡

長柄町
遊休 土地

千葉県

君津市
遊休 土地

※茨城県鉾田

市
遊休 土地

 ※平成17年10月11日付けの合併により鹿島郡

旭村より鉾田市へと名称変更しております。

　 当社は、減損に係る会計基準の適用に当た

り、資産について各事業部毎にグルーピング

を実施しております。

　なお、遊休資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す単位として、各物件

をグルーピングの単位としております。

　グルーピングの単位である各事業部におい

ては、減損の兆候がありませんでしたが、遊

休状態である土地について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（156,621千円）として特別損失に計上してお

ります。

　なお、当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、市場価格

が存在する場合には市場価格に基づく価額を、

市場価格が観測できない場合には、合理的に

算定された価額により評価しております。
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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） 900 45 3 943

 　　　　合計 900 45 3 943

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加45千株は、単元未満株式の買取りおよび会社法第165条第２項の規定による定

款の定めに基づく市場買付のための増加であります。

　普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、ストックオプション行使による割当のための減少であります。

①　リース取引

 　　EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

あるものはありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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