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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）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 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円  ％

1,427（ 17.9）

1,210（△11.9）

百万円  ％

142（ 136.7）

60（△53.7）

百万円  ％

138（  62.0）

85（△29.1）

18 年  3 月 期 2,617 135 197 
 

 
中間(当期)純利益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円  ％

301（ 396.5）

60（ 18.9）

円  銭 

37 67 

7 52 

18 年  3 月 期 133 16 49 

(注)1.期中平均株式数 18年 9月中間期 8,015,611 株 17年 9月中間期 8,085,000 株 18年 3月期 8,066,852 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 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円 

3,956 

3,008 

百万円

2,253 

1,947 

％ 

57.0 

64.7 

円  銭

281 19 

240 82 

18 年  3 月 期 3,151 2,034 64.6 253 81 

(注)1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 8,015,100 株 17 年 9 月中間期 8,085,000 株 18 年 3 月期 8,016,000株

2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期 269,900 株17 年 9 月中間期 200,000 株 18 年 3 月期 269,000 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 

 

通  期 

百万円 

2,680 

百万円

370 

百万円

457 

(注) 平成 18 年 11 月９日付「特別利益の発生及び通期(個別)業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
ください。 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）57 円 02 銭(期中予想平均株式数 8,015,357 株で算出しております。) 
 
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 ― 7.00 7.00 

19 年 3 月期（実績） 4.50    ― 

19 年 3 月期（予想） ―  4.50 
9.00 

 
 （注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき会社が合理的に判断した予想であり、

実際の業績等は業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
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３.個別中間財務諸表等 

（1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の 
要約貸借対照表   

（平成17年 9月30日） （平成18年 9月30日） （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   155,289 44,583   168,116

2 受取手形 ※5  439,037 619,664   464,685

3 売掛金   299,133 346,382   381,740

4 有価証券   － 191,936   －

5 たな卸資産    210,514 456,711   252,230

6 短期貸付金   558,267 11,049   451,032

7 その他   45,375 74,365   45,236

流動資産合計   1,707,618 56.8 1,744,693 44.1  1,763,041 55.9

Ⅱ 固定資産     

1 有形固定資産 ※1    

(1) 建物 ※2 221,358 753,152  250,357 

(2) 機械及び装置  － 257,093  － 

(3) 土地 ※2 276,176 731,399  285,176 

(4) その他  38,151 154,063  42,424 

有形固定資産合計   535,686 1,895,709   577,958

2 無形固定資産   82,071 86,489   86,772

3 投資その他の資産     

(1) 関係会社株式  471,413 9,851  471,413 

(2) 関係会社 

長期貸付金 
 22,323 7,632  10,782 

(3) その他  183,589 210,366  237,887 

投資その他の資産合計   677,325 227,850   720,082

固定資産合計   1,295,083 43.0 2,210,049 55.9  1,384,813 43.9

Ⅲ 繰延資産   5,708 0.2 1,658 0.0  3,316 0.1

資産合計   3,008,410 100.0 3,956,401 100.0  3,151,170 100.0
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の 
要約貸借対照表   

（平成17年 9月30日） （平成18年 9月30日） （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 ※5  96,025 101,891   102,774

2 買掛金   121,407 64,455   133,424

 3 短期借入金 ※6  － 60,000   40,000

4 一年以内返済予定長期借入金  ※2  63,536 242,992   58,496

5 一年以内償還予定社債   55,000 150,000   55,000

6 賞与引当金   21,600 46,039   24,235

7 その他   100,905 220,006   140,584

   流動負債合計   458,474 15.2 885,385 22.4  554,514 17.6

Ⅱ 固定負債     

1 社債   260,000 110,000   232,500

2 長期借入金 ※2  246,588 593,209   218,820

3 長期未払金   40,234 －   －

4 未払役員退職慰労金   － 40,234   40,234

5 退職給付引当金   55,091 72,809   60,062

6 その他   1,000 1,000   10,494

   固定負債合計   602,913 20.1 817,252 20.6  562,110 17.8

   負債合計   1,061,387 35.3 1,702,638 43.0  1,116,624 35.4
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の 
要約貸借対照表   

（平成17年 9月30日） （平成18年 9月30日） （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   748,125 24.9 － －  748,125 23.7

Ⅱ 資本剰余金     

1 資本準備金  944,675 －  944,675 

   資本剰余金合計   944,675 31.4 － －  944,675 30.0

Ⅲ 利益剰余金     

1 利益準備金  6,165 －  6,165 

2 任意積立金  165,000 －  165,000 

3 中間(当期)未処分利益  67,808 －  140,036 

   利益剰余金合計   238,973 7.9 － －  311,201 9.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   35,248 1.2 － －  74,902 2.4

Ⅴ 自己株式   △20,000 △0.7 － －  △44,357 △1.4

   資本合計   1,947,022 64.7 － －  2,034,54 64.6

   負債資本合計   3,008,410 100.0 － －  3,151,17 100.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1 資本金   748,125   

2 資本剰余金     

(1) 資本準備金   944,675   

資本剰余金合計   944,675   

3 利益剰余金     

(1) 利益準備金   6,165   

(2) その他利益剰余金     

別途積立金   215,000   

繰越利益剰余金   335,851   

利益剰余金合計   557,016   

4 自己株式   △44,712   

株主資本合計   2,205,104 55.7  

Ⅱ 評価･換算差額等     

   その他有価証券評 

価差額金 
  48,659   

評価・換算差額等合計   48,659 1.3  

  純資産合計   2,253,763 57.0  

  負債純資産合計   3,956,401 100.0  
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② 【中間損益計算書】 

前中間会計期間 当中間会計期間 
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17年 9月30日） 

（自 平成18年 4月 1日 

  至 平成18年 9月30日）

（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   1,210,572 100.0 1,427,218 100.0  2,617,138 100.0

Ⅱ 売上原価   665,480 55.0 765,867 53.7  1,475,962 56.4

売上総利益   545,091 45.0 661,351 46.3  1,141,176 43.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   484,893 40.0 518,882 36.4  1,005,802 38.4

営業利益   60,198 5.0 142,468 10.0  135,373 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  37,528 3.1 6,601 0.5  86,147 3.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  12,262 1.0 10,611 0.7  23,575 0.9

経常利益   85,464 7.1 138,458 9.7  197,945 7.6

Ⅵ 特別利益 ※3  － － 257,058 18.0  6,272 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4  － － 53,016 3.7  801 0.0

税引前中間(当期)純利益   85,464 7.1 342,499 24.0  203,416 7.8

法人税、住民税及び事業税  29,387 57,469 75,045 

法人税等調整額  △4,740 24,647 2.1 △16,896 40,572 2.8 △4,673 70,371 2.7

中間(当期)純利益   60,817 5.0 301,927 21.2  133,045 5.1

前期繰越利益   6,991 －  6,991

中間(当期)未処分利益   67,808 －  140,036
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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）          （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

利益準備金
その他利益
剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日

残高 
748,125 944,675 6,165 305,036 △44,357 1,959,644

中間会計期間中の

変動額 
   

剰余金の配当 － － － － △56,112 － △56,112

中間純利益 － － － － 301,927 － 301,927

自己株式の取得 － － － － － △355 △355

中間会計期間中の

変動額合計 
－ － － － 245,815 △355 245,460

平成18年９月30日

残高 
748,125 944,675 － 6,165 550,851 △44,712 2,205,104

（単位：千円） 

評価・換算差額等 
項 目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 74,902 74,902 2,034,546

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当 － － △56,112

中間純利益 － － 301,927

自己株式の取得 － － △355

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△26,242 △26,242 △26,242

中間会計期間中の変動額合計 △26,242 △26,242 219,217

平成 18 年９月 30 日残高 48,659 48,659 2,253,763

 

（注）その他利益剰余金の内訳                     （単位：千円） 

項 目 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高 165,000 140,036 305,036 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － △56,112 △56,112 

中間純利益 － 301,927 301,927 

別途積立金の積立 50,000 △50,000 － 

中間会計期間中の変動額合計 50,000 195,815 245,815 

平成 18 年９月 30 日残高 215,000 335,851 550,851 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．固定資産の減価償

却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．繰延資産の処理方法 

 

 

(1)有価証券 

―――――― 
 

子会社株式 

移動平均法による原価法

によっております。 

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)によっておりま

す。 

②時価のないもの  

移動平均法による原

価法によっております。
 

(2)たな卸資産 

月次総平均法による原価

法によっております。 
 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10

年４月１日以降取得の建物

(建物付属設備を除く)につ

いては定額法）によってお

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    17～50 年 

工具器具備品 3～10 年 

 

 

(2)無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

  ソフトウエア 

(自社利用分) 

 社内における 

 利用可能期間  5年 

 

商法施行規則に規定す

る最長期間で毎期均等償却

しております。 

社債発行費   3 年 

新株発行費   3 年 

(1)有価証券 

満期保有目的の債権 

償却原価法（利息法） 

子会社株式 

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)によっておりま

す。 

②時価のないもの  

同左 

 

 

(2)たな卸資産 

同左 
 

 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10

年４月１日以降取得の建

物(建物付属設備を除く)

については定額法）によっ

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    17～50 年 

機械及び装置 12 年 

工具器具備品 3～10 年 
 

 (2)無形固定資産 

同左 
 
 
 
 

 
 

旧商法施行規則に規定

する最長期間で毎期均等

償却しております。 

社債発行費   3 年 

新株発行費   3 年 

(1)有価証券 

―――――― 
 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算期末日の市場価

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)によっておりま

す。 

②時価のないもの  

同左 

 

 

(2)たな卸資産 

同左 
 

 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10

年４月１日以降取得の建

物(建物付属設備を除く)

については定額法）によっ

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    17～50 年 

工具器具備品 3～10 年 

  

 

(2)無形固定資産 

同左 
 
 
 
 

 
 

商法施行規則に規定す

る最長期間で毎期均等償

却しております。 

社債発行費   3 年 

新株発行費   3 年 
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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．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、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、支給見込額の

うち当中間会計期間に負

担すべき金額を計上して

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、支給見込額の

うち当事業年度に負担す

べき金額を計上しており

ます。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期間

末における退職給付債務

の見込額を計上しており

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の見

込額を計上しております。

 (4) 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労金

の支給に備えるため、役員

退任慰労金規程に基づく

必要額を計上しておりま

したが、平成 17 年６月 24

日開催の株主総会におい

て、役員退任慰労金制度の

廃止を決議するとともに、

役員の退任時に、役員退任

慰労金制度廃止日までの

在任期間に応じた退任慰

労金を支給することを決

議しました。 

これに伴い、当該総会ま

での期間に対応する役員

退任慰労金相当額 40,234

千円を固定負債の長期未

払金として計上しており

ます。 

 

 

―――――― 
(4) 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労金

の支給に備えるため、役員

退任慰労金規程に基づく

必要額を計上しておりま

したが、平成 17 年６月 24

日開催の株主総会におい

て、役員退任慰労金制度の

廃止を決議するとともに、

役員の退任時に、役員退任

慰労金制度廃止日までの

在任期間に応じた退任慰

労金を支給することを決

議しました。 

これに伴い、当該総会ま

での期間に対応する役員

退任慰労金相当額 40,234

千円を固定負債の未払役

員退職慰労金として計上

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 
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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．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。 

なお、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。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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。 

 

 
会計方針の変更 

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) 

 当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）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)

当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

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） 

当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、2,253,763千円

であります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

 
―――――― 
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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） 

 
―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間から、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響は、

100％子会社であった株式会社コン

バムコーポレーションを平成18年

４月１日に吸収合併したため、特別

利益（抱合せ株式消滅差益）に

254,017千円を計上しております。

この結果、税引前中間純利益及び

税引後中間純利益に同額の影響が

あります。 

 
―――――― 

 
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） 

前事業年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間まで流動資産の

「その他」に含めて表示しておりま

した「短期貸付金」は、当中間会計

期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため、区分掲記するこ

とに変更しました。 

 なお、前中間会計期間末における

「短期貸付金」の金額は1,944千円

であります。 

 
―――――― 

(損益計算書) 

 前事業年度において営業外費用

の「その他」に含めて表示しており

ました「賃貸ソフトウェア減価償却

費」は、当事業年度において営業外

費用の100分の10を超えたため、区

分掲記することに変更しました。 

 なお、前事業年度における「賃貸

ソフトウェア減価償却費」は1,996

千円であります。 
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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 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額

111,983 千円 

  

770,245 千円

  

125,967 千円

  

※2 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。 

※2 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。 

※2 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 188,039 千円 

土地 260,941 〃 

計 448,981 千円 

  

建物 254,778 千円

機械装置 33,279  

土地 707,164 〃

計 995,222 千円

  

建物 182,751 千円

土地 260,941 〃

計 443,692 千円

  

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。 

長期借入金 246,588 千円 

一年以内返済予定長期借入金 

 63,536 〃 

計 310,124 千円  

長期借入金 302,854 千円

一年以内返済予定長期借入金 

 122,916 〃

計 425,770 千円 

長期借入金 218,820千円

一年以内返済予定長期借入金 

 58,496 〃

計 277,316 千円 

3 偶発債務 

次の関係会社について、金融機

関からの借入金等に対して次の

とおり債務保証をしております。 

3 ― 

 

3 偶発債務 

次の関係会社について、金融機

関からの借入金等に対して次の

とおり債務保証をしております。

株式会社ｺﾝﾊﾞﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝの借入金 

 239,000 千円 

株式会社秋田妙徳の借入金 

 72,446 〃 

計 311,464 千円  

 

  

 

  

   

株式会社ｺﾝﾊﾞﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝの借入金 

 256,158 千円

計 256,158 千円 

4 手形割引高及び裏書譲渡高 4 手形割引高及び裏書譲渡高 4 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書 

譲渡高 
264,031 千円 

   
 

受取手形裏書 

譲渡高 
256,083 千円

 

受取手形裏書 

譲渡高 
250,227 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） 

 
※5 ― 

 

※5 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

間会計期間末日残高に含まれてお

ります。 

 

受取手形     81,613千円

支払手形     21,467千円

 

 
※5 ― 

 

※6 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結しております。 

当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額

の総額 
900,000 千円 

借入実行残高 ― 

差引額 900,000 千円 
 

 

 

※6 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越契約を締結しております。 

当中間会計期間末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額

の総額 
950,000 千円

借入実行残高 50,000 〃

差引額 900,000 千円

 

 

 

※6 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

当座貸越極度額

の総額 
900,000 千円

借入実行残高 40,000 〃

差引額 860,000 千円
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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 

受取ロイヤリティ 28,450 千円  
ｿﾌﾄｳｪｱ等賃貸料 3,257 〃 

  

  

  

受取配当金 3,006 千円

社員寮収入 914 〃

  

   

受取ロイヤリティ 65,394 千円

ｿﾌﾄｳｪｱ等賃貸料 6,472 〃

受取利息 4,214 〃

   

※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 2,100 千円 

社債利息 1,025 〃 

社債発行費償却 1,474 〃 

新株発行費償却 916 〃 

賃貸ｿﾌﾄｳｪｱ 

減価償却費 
3,257 〃 

 

支払利息 5,105 千円

社債利息 868〃 

社債発行費償却 741 〃

新株発行費償却 916 〃

機械設備等移設費 1,630 〃

  

支払利息 4,140 千円

社債利息 1,970 〃

社債発行費償却 2,950 〃

新株発行費償却 1,833 〃

保証料 2,234 〃

賃貸ｿﾌﾄｳｪｱ 

減価償却費 
6,472 〃

 
※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 

―   抱合せ株式消滅

差益 
254,017 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 8,684 千円

製品クレーム 

補償費 
44,332 〃

 

固定資産除却損 801 千円 

5 減価償却実施額 

有形固定資産 11,386 千円 

無形固定資産 7,723 〃  

5 減価償却実施額 

有形固定資産 71,639 千円

無形固定資産 11,620 〃

   

5 減価償却実施額 

有形固定資産 25,668 千円

無形固定資産 16,811 〃 

 

（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） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 269,000 900 ― 269,900

   （変動事由の概要） 

     増加数の主な内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 900 株であります。 
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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（借

主側） 

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（借

主側） 

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（借

主側） 

(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 

減価償却

累 計 額

相 当 額

中間期末 

残 高 

相 当 額 

 （千円） （千円）（千円） 

有形固定資産 

その他 
  

（工具器具備品） 19,493 13,705 5,787 

無形固定資産   

（ｿﾌﾄｳｪｱ） 71,562 53,313 18,248 

合計 91,055 67,018 24,036 

 

 
取 得

価 額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中間期末

残 高

相 当 額

 （千円）（千円）（千円）

機械装置 14,185 8,555 5,630

有形固定資産

その他 

（工具器具備品） 26,521 20,756 5,764

無形固定資産

（ｿﾌﾄｳｪｱ） 91,661 72,117 19,543

合計 132,368 101,429 30,938

 
取 得 

価 額 

相 当 額 

減価償却

累 計 額

相 当 額

期 末

残 高

相 当 額

（千円） （千円）（千円）

有形固定資産 

その他 

（工具器具備品） 19,493 15,654 3,838

無形固定資産  

（ｿﾌﾄｳｪｱ） 89,112 64,857 24,254

合計 108,605 80,511 28,093

  

   

(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 18,160 千円 

１年超 7,037 〃 

合計 25,197 千円 
 

１年内 17,094 千円

１年超 15,264 〃

合計 32,358 千円
 

１年内 19,102 千円

１年超 9,848 〃

合計 28,950千円
 

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(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 9,740 千円 

減価償却費相当額 9,105 〃 

支払利息相当額 415 〃 
 

支払リース料 14,705 千円

減価償却費相当額 14,214 〃

支払利息相当額 372 〃
 

支払リース料 23,932 千円

減価償却費相当額 22,598 〃

支払利息相当額 811 〃
 

(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 
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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 日現在） 

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。 

 

当中間会計期間末（平成 18 年 9月 30 日現在） 

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。 

 

前事業年度末（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

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。 
 
 

（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 240.82 円

１株当たり中間純利益 7.52 円

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 281.19 円

１株当たり中間純利益 37.67 円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
37.52 円

 

１株当たり純資産額 253.81 円

１株当たり当期純利益 16.49 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
16.47 円

 

当社は、平成17年５月17日付で株式

１株につき２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における１株当

たり情報の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

前中間 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純資産額 

170.87円 

１株当たり中間純 

利益 

8.01円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益について

は、潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額 

235.78円 

１株当たり当期純

利益 

2.90円 

なお、潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益に

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５月17日付で株式

１株につき２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における１株当

たり情報の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 235.78 円

１株当たり当期純利益 2.90 円

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。 
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

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）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円） ― 2,253,763 ―

 普通株式に係る純資産額   （千円） ― 2,253,763 

 差額の主な内訳       （千円） 
  新株予約権 
  少数株主持分 

―

―

 

― 

― 

―

―

 普通株式の発行済株式数   （千株） ― 8,015 ―

 普通株式の自己株式数    （千株） ― 269 ―

 １株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数        （千株） ― 8,015 ―

 

 
２．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

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）

中間損益計算書上の中間(当期)純利益 

（千円）
60,817 301,927 133,045 

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 60,817 301,927 133,045 

普通株式の期中平均株式数   （千株） 8,085 8,015 8,066 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に用いられた普通株式増加数

の主要な内訳 

   

新株式予約権         （千株） ― 30 9 

普通株式増加数        （千株） ― 30 9 

中間(当期)純利益調整額     （千円） ― ― ― 

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 

新株予約権方式による

ストックオプション 

（新株予約権 196 個）

― ― 
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（重要な後発事象） 
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） 

連結子会社の合併 

 平成17年10月１日を期日として、

国内の製造拠点を再編し、経営資

源・ノウハウの共有化を図るとと

もに、運営組織の業務の効率化を

行うため、連結子会社である株式

会社コンバムコーポレーションと

株式会社秋田妙徳（いずれも当社

の100％所有）を合併いたしまし

た。 

１ 合併の日程 

  合併契約書承認取締役会 

 平成17年７月５日 

  合併契約書調印 

   平成17年７月７日 

  合併契約書承認臨時株主総会 

株式会社コンバムコーポレーション 

平成17年８月９日 

株式会社秋田妙徳  

        平成17年８月10日 

合併期日  平成17年10月１日 

  合併登記  平成17年10月１日 

２ 合併方式 

   株式会社コンバムコーポレー

ションを存続会社とする吸収合

併方式で、株式会社秋田妙徳は

解散します。（株式会社秋田妙徳

は合併会社の秋田事業所となり

ました。） 

 

連結子会社との合併 

 平成17年11月10日開催の取締役会

において、平成18年４月１日（予

定）を期日として、グループの経

営資源・ノウハウの共有化を図る

とともに、運営組織の業務の効率

化を図るため、当社と株式会社コ

ンバムコーポレーション（当社の

100％所有）と合併することを決定

いたしました。 

１ 合併の日程（予定） 

  合併契約書承認取締役会 

 平成17年12月12日 

  合併契約書調印 

   平成17年12月12日 

  合併契約書承認株主総会 

平成 17 年 12 月 12 日 
合併期日  平成18年４月１日 

  合併登記  平成18年４月１日 

２ 合併方式 

   株式会社妙徳を存続会社とす

る吸収合併方式で、株式会社コ

ンバムコーポレーションは解散

します。（株式会社コンバムコー

ポレーションは合併会社の岩手

事業所となります。） 
 

 
―――――― 

連結子会社との合併 

当社は、グループの経営資源・ノ

ウハウの共有化とともに、運営組織

の業務の効率化を図るため、株式会

社コンバムコーポレーション（当社

の100％所有）を平成18年４月１日付

けにて吸収合併いたしました。 

１ 合併期日 

  平成18年４月１日 

２ 合併の形式 

  当社を存続会社とし株式会社コ

ンバムコーポレーションを解散会

社とする吸収合併とし、合併によ

る新株の発行及び資本金の増加は

行ないません。 

３ 財産の引継 

  合併期日において株式会社コン

バムコーポレーションの資産・負

債及び権利義務の一切を引継ぐ。

４ 被合併会社の概要 

（1）事業内容 

   真空機器製造販売 

（2）売上高（平成18年３月期） 

   1,208,107千円 

（3）当期純利益（平成18年３月期）

   62,029千円 

（4）総資産（平成18年３月末） 

   1,678,164千円 

（5）株主資本（平成18年３月末） 

   715,578千円 

（6）従業員（平成18年３月末） 

   46名 
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