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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 （注）百万円未満の端数は切り捨てて記載しております。

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 15,557 △ 3.7 321 △ 34.3 564 △ 55.5
17年 9月中間期 16,151 4.2 488 △ 56.5 1,268 △ 2.6
18年 3月期 32,300 2.5 674 △ 60.8 1,699 △ 19.2

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 379 △ 30.4 29.20
17年 9月中間期 545 △ 33.6 42.67
18年 3月期 824 △ 15.1 62.35
(注)①期中平均株式数    18年 9月中間期    12,994,367 株   17年 9月中間期    12,776,256 株   18年 3月期    12,851,098 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 39,058 31,878 81.6 2,450.07
17年 9月中間期 38,624 31,305 81.1 2,427.34
18年 3月期 39,276 31,747 80.8 2,443.95
(注)①期末発行済株式数　18年 9月中間期      13,011,312 株　17年 9月中間期       12,897,062 株　18年 3月期     　12,980,552 株

 　 ②期末自己株式数　　18年 9月中間期 　       30,488 株　17年 9月中間期 　        30,338 株  18年 3月期 　        30,448 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 32,500 1,530 920
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）         　69 円     08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 12.50 12.50 25.00

19年　3月期 12.50 －
25.00

19年　3月期（予想） － 12.50
(注)18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当 　   －円　 －銭　　特別配当　　 －円　  －銭

※　業績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ます。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。

　 上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の６ページをご参照ください。



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 2,128,940 1,126,154 1,800,500

２．受取手形 ※５ 823,605 888,874 803,348

３．売掛金 7,884,598 7,887,259 7,902,560

４．有価証券 750,783 746,124 845,709

５．たな卸資産 1,898,292 2,071,162 1,979,417

６．繰延税金資産 337,363 327,387 347,817

７．その他 1,136,285 1,504,031 1,180,884

貸倒引当金 △194 △202 △195

流動資産合計 14,959,675 38.7 14,550,791 37.3 14,860,043 37.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物 2,394,195 2,550,707 2,607,278

(2)機械及び装置 2,150,806 2,615,834 2,373,772

(3)工具器具備品 2,137,988 2,233,753 2,081,224

(4)土地 4,353,548 4,338,611 4,350,254

(5)その他 462,776 405,709 380,663

有形固定資産合計 11,499,315 12,144,616 11,793,193

２．無形固定資産 1,279,398 1,707,597 1,492,688

３．投資その他の資
　　産

(1)投資有価証券 9,911,893 9,871,192 10,050,518

(2)その他 1,700,511 1,511,041 1,806,297

貸倒引当金 △20 △16 △22

投資損失引当金 △726,555 △726,555 △726,555

投資その他の資産
合計

10,885,829 10,655,662 11,130,238

固定資産合計 23,664,544 61.3 24,507,875 62.7 24,416,120 62.2

資産合計 38,624,219 100.0 39,058,667 100.0 39,276,163 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,890,376 1,921,809 1,961,714

２．未払法人税等 94,000 128,000 179,000

３．預り金 1,913,807 1,944,044 1,914,878

４．賞与引当金 499,233 486,019 469,242

５．役員賞与引当金 － 11,677 －

６．その他 ※３ 1,655,857 1,380,209 1,617,466

流動負債合計 6,053,274 15.6 5,871,759 15.0 6,142,302 15.7

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 794,397 837,277 915,714

２．その他 470,952 470,952 470,952

固定負債合計 1,265,349 3.3 1,308,229 3.4 1,386,666 3.5

負債合計 7,318,624 18.9 7,179,988 18.4 7,528,968 19.2

－ 34 －



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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,857,626 7.4 －  2,912,552 7.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,468,350 － 2,523,275

２．自己株式処分差益 124,373 － 124,373

資本剰余金合計 2,592,723 6.7 －  2,647,648 6.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 512,492 － 512,492

２．任意積立金 19,916,346 － 19,916,346

３．中間（当期）未処
分利益

4,672,569 － 4,818,691

利益剰余金合計 25,101,408 65.0 －  25,247,530 64.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

780,981 2.0 －  966,888 2.5

Ⅴ　自己株式 △27,146 △0.0 －  △27,424 △0.1

資本合計 31,305,594 81.1 －  31,747,194 80.8

負債資本合計 38,624,219 100.0 －  39,276,163 100.0

       

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  － － 2,932,787 7.5  －

２. 資本剰余金   

(1）資本準備金  － 2,543,511  －

(2）その他資本剰余
金

 － 124,373  －

資本剰余金合計  － － 2,667,884 6.9  －

３. 利益剰余金   

(1）利益準備金  － 512,492  －

(2）その他利益剰余
金

     

配当平均積立金  － 700,000  －

圧縮記帳積立金  － 730,851  －

別途積立金  － 18,985,000  －

繰越利益剰余金  － 4,512,984  －

利益剰余金合計  － － 25,441,329 65.1  －

４. 自己株式  － － △27,523 △0.1  －

株主資本合計  － － 31,014,478 79.4  －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評
価差額金

 － － 864,200 2.2  －

評価・換算差額等合
計

 － － 864,200 2.2  －

純資産合計  － － 31,878,678 81.6  －

負債純資産合計  － － 39,058,667 100.0  －

－ 35 －



(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 16,151,754 100.0 15,557,002 100.0 32,300,677 100.0

Ⅱ　売上原価 13,397,313 82.9 13,103,374 84.2 27,118,017 84.0

売上総利益 2,754,440 17.1 2,453,628 15.8 5,182,659 16.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,265,508 14.1 2,132,385 13.7 4,507,823 13.9

営業利益 488,931 3.0 321,242 2.1 674,835 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 825,214 5.1 318,904 2.0 1,118,433 3.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 45,357 0.2 76,026 0.5 93,518 0.3

経常利益 1,268,788 7.9 564,120 3.6 1,699,749 5.3

Ⅵ　特別損失 ※３ 475,791 3.0 16,374 0.1 475,791 1.5

税引前中間（当期）
純利益

792,996 4.9 547,745 3.5 1,223,958 3.8

法人税、住民税及び
事業税

232,142 156,038 395,529

法人税等調整額 15,734 247,877 1.5 12,296 168,335 1.1 3,773 399,302 1.2

中間（当期）純利益 545,118 3.4 379,410 2.4 824,655 2.6

前期繰越利益 4,127,450 － 4,127,450

合併引継未処分利益 － － 27,799

中間配当額 － － 161,213

中間（当期）未処分
利益

4,672,569 － 4,818,691

－ 36 －



  (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

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

配当平均
積立金

圧縮記帳
積立金

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月１日　残高

                    （千円）
2,912,552 2,523,275 124,373 2,647,648 512,492 700,000 731,064 281 18,485,000 4,818,691

中間会計期間中の変動額

新株の発行        （千円） 20,235 20,235  20,235       

利益処分による利益配当

　　　　　　    　（千円）
         △162,256

利益処分による役員賞与

　　　　　　　    （千円）
         △23,355

中間純利益        （千円）          379,410

自己株式の取得    （千円）           

圧縮積立金の取崩  （千円）       △212   212

特別償却準備金取崩

                  （千円）
       △281  281

別途積立金の積立  （千円）         500,000 △500,000

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

　　　　　　　　 　(千円）

          

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　  （千円）
20,235 20,235 - 20,235 - - △212 △281 500,000 △305,706

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　  　（千円）
2,932,787 2,543,511 124,373 2,667,884 512,492 700,000 730,851 - 18,985,000 4,512,984

 株主資本 評価・換算差額等

 純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

利益剰余金合計

平成18年４月１日　残高

                    （千円）
25,247,530 △27,424 30,780,306 966,888 966,888 31,747,194

中間会計期間中の変動額

新株の発行        （千円）   40,471   40,471

利益処分による利益配当

　　　　　　　　　（千円）
△162,256  △162,256   △162,256

利益処分による役員賞与

　　　　　　　　　（千円）
△23,355  △23,355   △23,355

中間純利益        （千円） 379,410  379,410   379,410

自己株式の取得    （千円）  △98 △98   △98

圧縮積立金の取崩  （千円） -  -   -

特別償却準備金取崩（千円） -  -   -

別途積立金の積立  （千円） -  -   -

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

　　　　　　　　　（千円）

-  - △102,687 △102,687 △102,687

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
193,798 △98 234,171 △102,687 △102,687 131,483

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
25,441,329 △27,523 31,014,478 864,200 864,200 31,878,678

－ 37 －



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

移動平均法に基づく原価法

(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）　

　　

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

移動平均法に基づく原価法

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）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

先入先出法に基づく原価法

(3）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

同　　　　左

(3）たな卸資産

製品・原材料・仕掛品

同　　　　左

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

貯蔵品

同　　　　左

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

　定率法（ただし、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。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３年～50年

機械及び装置　８年～15年

工具器具備品　２年～20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

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間に基づく定額法を採用

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) 投資損失引当金

　子会社への投資に対する損失に

備えるため、当該会社の財政状態

等を勘案して、必要額を計上して

おります。

(2) 投資損失引当金

同　　　　左

(2) 投資損失引当金

同　　　　左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支払に充てるため、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。

(3）賞与引当金

同　　　　左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支払に充てるため、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。

－ 38 －



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）    ───────

 

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、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。

（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11,677千円減少しております。

(4）     ───────

 

(5）役員退職慰労引当金

　　当社は、平成17年６月の定時株

　　　　

主総会で役員退職慰労金制度を廃止

しており、当該総会までの在任期間

に対応する役員退職慰労金未払額に

ついては固定負債の「その他」に含

めて表示しております。

(5)     ───────       (5）役員退職慰労引当金

　 当社は、平成17年６月の定時

株総会で役員慰労金制度を廃止し

ており、当該総会までの在任期間

に対応する役員退職慰労金未払額

については固定負債の「その他」

に含めて表示しております。　

４．外貨建の資産又は負債の

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、換算差額は損益として処理して

おります。

　なお、為替予約等の振当処理の対

象となっている外貨建金銭債権債務

については、当該為替予約等の円貨

額に換算しております。

同　　　　左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

　なお、為替予約等の振当処理の対

象となっている外貨建金銭債権債務

については、当該為替予約等の円貨

額に換算しております。

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

　為替予約について、振当処理の

要件を満たしている場合は振当処

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…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

(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

　当社の内部規程である「デリバ

ティブ管理規程」に則り、外貨建

取引のうち当社に為替変動リスク

が帰属する場合は、そのリスク

ヘッジのため実需に基づき為替予

約取引を行うものとしております。

(3）ヘッジ方針

同　　　　左

(3）ヘッジ方針

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

　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
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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475,791千円減少しており

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475,791千円減少しておりま

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）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31,878,678千円であります。

　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。

───────
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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

          30,070,855千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

                   31,099,925千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

                    30,735,544千円

　２．保証債務

（１）従業員の持家融資に伴う金

融機関借入金に対し保証を

行っております。

　２．保証債務

（１）従業員の持家融資に伴う金

融機関借入金に対し保証を

行っております。

　２．保証債務

（１）従業員の持家融資に伴う金

融機関借入金に対し保証を

行っております。

   4,812千円    2,737千円    3,513千円

※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。

※３．消費税等の取扱い

同　　　　左

※３．　　──────

４．当社は、機動的な資金調達の確

保の観点から、みずほコーポ

レート銀行など計３金融機関と

コミットメントライン契約を締

結しております。この契約に基

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。

４．当社は、機動的な資金調達の確

保の観点から、みずほコーポ

レート銀行など計３金融機関と

コミットメントライン契約を締

結しております。この契約に基

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。

４．当社は、機動的な資金調達の確

保の観点から、みずほコーポ

レート銀行など計３金融機関と

コミットメントライン契約を締

結しております。この契約に基

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。

　　

コミットメン

トの総額
 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  1,000,000千円

コミットメン

トの総額
 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  1,000,000千円

コミットメン

トの総額
 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  1,000,000千円

※５．　　──────　

 

※５．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。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　　 　124,312千円

※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 13,513千円

受取配当金   687,636千円

  

受取利息 12,346千円

受取配当金  187,041千円

  

受取利息 35,940千円

受取配当金 840,490千円

  

※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    3,285千円

賃貸原価   19,391千円

支払利息  3,810千円

賃貸原価   18,169千円

固定資産廃却損  27,285千円

為替差損   18,448千円

支払利息 6,316千円

賃貸原価　 40,628千円

固定資産廃却損  27,087千円

※３．特別損失のうち主要なもの

（１）減損損失

　①減損損失を認識した資産

  当中間会計期間において、当社は

以下の減損損失を計上しました。

資産名称 用途 種類 場所

 旧中部

センター
物流倉庫

建物・　

構築物及

び工具器

具備品、

土地

 三重県

四日市市

大鐘町

マンション
 社宅用

４室

建物及び

構築物

神奈川県

平塚市・

海老名市

※３．特別損失のうち主要なもの

（１）固定資産売却損  16,374千円

　社宅の売却によるものであります。

※３．特別損失のうち主要なもの

（１）減損損失

  ①減損損失を認識した資産

　当事業年度において、当社は以下

の減損損失を計上しました。

資産名称 用途 種類 場所

 旧中部

センター
物流倉庫

建物・　

構築物及

び工具器

具備品、

土地

 三重県

四日市市

大鐘町

マンション
 社宅用

４室

建物及び

構築物

神奈川県

平塚市・

海老名市

  ②減損損失に至った経緯

  旧中部センターは、物流部門の効

率化に伴い閉鎖し、賃貸倉庫として

おります。これにより、収益性が大

幅に低下しており回収可能価額まで

減額いたしました。

　マンションは、社宅用として使用

しておりましたが、現在未入居となっ

ております。これにより回収可能価

額まで減額いたしました。

 

  ②減損損失に至った経緯

  旧中部センターは、物流部門の効

率化に伴い閉鎖し、賃貸倉庫として

おります。これにより、収益性が大

幅に低下しており回収可能価額まで

減額いたしました。

　マンションは、社宅用として使用

しておりましたが、現在未入居となっ

ております。これにより回収可能価

額まで減額いたしました。

 

  　③減損損失の主な内訳

　　建物　　　　　　102,156千円

　　構築物　　        6,017千円

　　工具器具備品         51千円

　　土地　　　　　　367,566千円

　────────────────

　　合計　　　　　　475,791千円　

　

  　③減損損失の主な内訳

　　建物　　　　　　102,156千円

　　構築物　　        6,017千円

　　工具器具備品         51千円

　　土地　　　　　　367,566千円

　────────────────

　　合計　　　　　　475,791千円　
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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）

  ④資産のグルーピングの方法

　当社は、管理会計上の事業区分を

基礎とした資産のグルーピングを行っ

ております。

  ④資産のグルーピングの方法

　当社は、管理会計上の事業区分を

基礎とした資産のグルーピングを行っ

ております。

  ⑤回収可能価額

　正味売却価額とし、原則として「不

動産鑑定評価基準」または、それに

準ずる方法に基づいて算定しており

ます。

  ⑤回収可能価額

　正味売却価額とし、原則として「不

動産鑑定評価基準」または、それに

準ずる方法に基づいて算定しており

ます。

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産  751,567千円

無形固定資産   24,189千円

有形固定資産 814,825千円

無形固定資産 31,454千円

有形固定資産 1,738,423千円

無形固定資産   50,846千円

　 (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　（注） 30,448 40 － 30,488

合計 30,448 40 － 30,488

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加40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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①　リース取引

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

　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

　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
（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 3,190 1,329 1,861

工具器具備品 121,753 48,164 73,589

無形固定資産
(ソフトウエア)

101,334 36,623 64,711

合計 226,279 86,116 140,162

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 3,190 1,967 1,223

工具器具備品 131,267 62,563 68,704

無形固定資産
(ソフトウエア)

90,030 43,034 46,995

合計 224,489 107,565 116,923

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 3,190 1,648 1,542

工具器具備品 127,124 56,082 71,041

無形固定資産
(ソフトウエア)

90,030 34,459 55,571

合計 220,346 92,190 128,154

（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       39,400千円

１年超       100,761千円

合計        140,162千円

１年内             40,571千円

１年超             76,351千円

合計            116,923千円

１年内             39,850千円

１年超             88,304千円

合計            128,154千円

（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。

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、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       18,243千円

減価償却費相当額       18,243千円

支払リース料         20,731千円

減価償却費相当額         20,731千円

支払リース料 38,840千円

減価償却費相当額         38,840千円

(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

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

   

─ ─ ─

 (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

②　有価証券

　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。

　　③　継続企業の前提

        該当事項はありません。
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