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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 1,842 △0.1 81 △81.0 72 △81.8

17年９月中間期 1,857 28.8 432 170.2 400 217.9

18年３月期 4,044 881 808

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 14 △88.9 95 96

17年９月中間期 132 63.9 3,768 99

18年３月期 294 2,014 04

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 153,018株 17年９月中間期 35,199株 18年３月期 146,126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 5,425 3,479 64.1 22,709 96

17年９月中間期 4,935 2,292 46.5 64,393 33

18年３月期 5,664 3,499 61.8 22,947 49

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 153,194株 17年９月中間期 35,598株 18年３月期 152,493株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 2,148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 4,393 657 238

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,553円  58銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 400.0 400.0

19年３月期（実績） － －
400.0

19年３月期（予想） － 400.0

※　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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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   342,075   1,171,431   1,264,906  

２．受取手形及び売掛金   420,664   361,917   377,671  

３．たな卸資産   37,921   14,212   －  

４．その他   226,331   219,110   330,486  

貸倒引当金   △3,991   △24,051   △23,503  

流動資産合計   1,022,999 20.7  1,742,620 32.1  1,949,563 34.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

（１）建物 ※２ 1,057,687   1,037,876   1,044,950   

（２）工具器具備品  87,114   160,883   109,797   

（３）土地 ※２ 729,631   729,631   729,631   

有形固定資産合計   1,874,432   1,928,391   1,884,378  

２．無形固定資産   77,766   43,679   55,752  

３．投資その他の資産           

（１）投資有価証券 ※２ 277,329   236,652   233,557   

（２）関係会社株式  277,318   438,511   437,318   

（３）繰延税金資産  299,003   202,502   211,857   

（４）差入保証金  164,101   158,131   144,402   

（５）保険積立金  458,143   261,393   259,875   

（６）滞留債権  441,862   299,128   333,959   

（７）長期性預金  －   300,000   300,000   

（８）その他  188,500   86,339   86,169   

貸倒引当金  △167,986   △274,113   △235,793   

投資その他の資産合計   1,938,272   1,708,545   1,771,348  

固定資産合計   3,890,471 78.8  3,680,616 67.8  3,771,479 65.5

Ⅲ　繰延資産           

  社債発行費   21,950   1,915   3,830  

繰延資産合計   21,950 0.5  1,915 0.0  3,830 0.1

資産合計   4,935,422 100.0  5,425,151 100.0  5,664,872 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   14,785   30,327   14,757  

２．短期借入金 ※２  206,000   30,000   30,000  

３．一年以内償還予定社債 ※２  258,000   258,000   258,000  

４．一年以内返済予定長期借
入金

※２  69,480   59,480   49,720  

５．未払金   115,435   170,843   102,257  

６．未払法人税等   208,847   31,688   161,866  

７．未払消費税等   24,574   5,052   30,511  

８．賞与引当金   85,876   96,686   90,768  

９．その他   69,691   92,636   68,895  

流動負債合計   1,052,689 21.3  774,713 14.3  806,778 14.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２  1,305,000   1,047,000   1,176,000  

２．長期借入金 ※２  119,660   61,370   99,680  

３．偶発損失引当金   102,558   －   19,842  

４．その他   63,241   63,039   63,241  

固定負債合計   1,590,459 32.2  1,171,409 21.6  1,358,763 24.0

負債合計   2,643,148 53.5  1,946,123 35.9  2,165,541 38.2
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   880,662 17.8  － －  891,399 15.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  261,161   －   271,898   

　 ２．その他資本剰余金  838,200   －   1,797,909   

資本剰余金合計   1,099,361 22.3  － －  2,069,808 36.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  100,000   －   100,000   

２．特別償却準備金  4,166   －   4,166   

３．中間（当期）未処分利益  315,998   －   477,637   

利益剰余金合計   420,164 8.5  － －  581,804 10.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △36,583 △0.7  － －  △43,680 △0.7

Ⅴ　自己株式   △71,330 △1.4  － －  － －

資本合計   2,292,273 46.5  － －  3,499,331 61.8

負債・資本合計   4,935,422 100.0  － －  5,664,872 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  896,435 16.5  － －

　 ２．資本剰余金           

（１）資本準備金  －   276,935   －   

（２）その他資本剰余金  －   1,797,909   －   

 資本準備金合計   － －  2,074,844 38.2  － －

　 ３．利益剰余金           

（１）任意積立金  －   100,000   －   

（２）特別償却準備金  －   2,666   －   

（３）繰越利益剰余金  －   432,823   －   

 利益準備金合計   － －  535,490 9.9  － －

株主資本合計   － －  3,506,770 64.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他投資有価証券評価
差額

  － －  △27,741  － －

評価・換算差額等合計   － －  △27,741 △0.5  － －

純資産合計   － －  3,479,028 64.1  － －

負債純資産合計   － －  5,425,151 100.0  － －

－ 3 －



(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   1,857,895 100.0  1,842,438 100.0  4,044,577 100.0

Ⅱ　売上原価   402,046 21.6  534,183 29.0  928,416 23.0

売上総利益   1,455,848 78.4  1,308,255 71.0  3,116,161 77.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,023,148 55.1  1,226,334 66.6  2,235,065 55.2

営業利益   432,700 23.3  81,920 4.4  881,095 21.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,693 0.2  5,082 0.3  7,969 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  36,246 2.0  14,305 0.8  80,241 2.0

経常利益   400,146 21.5  72,697 3.9  808,823 20.0

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  611 0.0  39,116 1.0

Ⅶ　特別損失 ※４  75,233 4.1  32,052 1.7  226,266 5.6

税引前中間（当期）純利
益

  324,913 17.4  41,257 2.2  621,674 15.4

法人税、住民税及び事業
税

 203,105   26,053   258,118   

法人税等調整額  △10,856 192,248 10.3 519 26,573 1.4 69,251 327,369 8.1

中間（当期）純利益   132,664 7.1  14,683 0.8  294,304 7.3

前期繰越利益   183,333   －   183,333  

中間（当期）未処分利益   315,998   －   477,637  
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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

株主資本
合計資本

準備金

その他資本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

資本金及
び資本準
備金減少
差益

自己株式
処分差益

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高    （千円） 891,399 271,898 838,200 959,709 － 4,166 100,000 477,637 3,543,011

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩（注）      △2,249  2,249 －

剰余金の配当（注）        △60,997 △60,997

中間純利益        14,683 14,683

ストックオプションの行使 5,036 5,036       10,072

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）      △2,249  △44,064 △36,241

平成18年９月30日　残高    （千円） 896,435 276,935 838,200 959,709 － 1,917 100,000 433,573 3,506,770

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） △43,680 △43,680 3,499,331

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩（注）   －

剰余金の配当（注）   △60,997

中間純利益   14,683

ストックオプションの行使   10,072

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額）
15,938 15,938 15,938

中間会計期間中の変動額合計（千円） 15,938 15,938 △20,302

平成18年９月30日　残高    （千円） △27,741 △27,741 3,479,028

（注）特別償却準備の取崩額の内、749千円は、当中間連結会計期間末における取崩額であり、それ以外の1,499千円並

びに剰余金の配当は、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

(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

同　　　左

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　　左

時価のないもの

同　　　左

 (2）たな卸資産

商品・製品・仕掛品

月次総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品・製品・仕掛品

同　　　左

(2）たな卸資産

商品・製品・仕掛品

同　　　左

 貯蔵品

最終仕入原価法

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（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　　　　　　６～42年

工具器具備品　　３～15年

(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（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　　　　　　６～42年

工具器具備品　　３～15年

(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（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　　　　　　６～42年

工具器具備品　　３～15年

 (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エア

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

同　　　左

(2）無形固定資産

同　　　左

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用計上しており

ます。

(1) 株式交付費

　支出時に全額費用計上しており

ます。

(1) 新株発行費

同　　　左

 (2) 社債発行費

　　　商法の規定する最長期間（３

年間）に毎期均等額を償却して

おります。

(2) 社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却して

おります。

(2) 社債発行費

　　　商法の規定する最長期間（３

年間）に毎期均等額を償却して

おります。

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充てるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同　　　左

(2）賞与引当金

同　　　左

 (3) 偶発損失引当金

営業取引により発生する可能性

の高い偶発損失に備えるため、

その発生見込額を計上しており

ます。

(3) 偶発損失引当金

同　　　左

(3) 偶発損失引当金

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）

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

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

　また、金利スワップについて特

例処理の条件を充たしている場合

には特例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、ヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。

当中間会計期間にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段は

以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

同　　　左

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。

当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。

 ①ヘッジ手段　金利スワップ  ①ヘッジ手段　金利スワップ

 ②ヘッジ対象　借入金  ②ヘッジ対象　借入金

 (3）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。

　ただし、特例処理によっている

金利スワップについては有効性の

評価を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同　　　左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

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。

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。

―――

　

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「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3,479,028千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表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）

　（貸借対照表）

　　「繰延税金資産」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の

総額の１００分の５を超えたため区分掲記しました。

　　　なお、前中間期末の「繰延税金資産」の金額は148,511千円であ

ります。

　（貸借対照表）

　　「長期性預金」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間期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しました。

　　　なお、前中間期末の「長期性預金」の金額は150,000千円であり

ます。
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追加情報

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）

（滞留債権）

投資その他の資産の「滞留債権」に含まれ

ている業務委託料未収入債権173,830千円に関

し、平成15年3月25日に大阪地方裁判所におい

て、支払請求訴訟を債務者に対して提起して

おります。

当中間会計期間末におきまして未だ判決は

出ておりませんが、当社といたしましては、

上記滞留債権の回収可能性が、滞留期間の経

過に伴い劣化することに鑑み、上記滞留債権

に対して、偶発損失引当金の設定（86,915千

円）を行っております。

今後も引き続き、民事訴訟及び債務者に対

する差押え等の法的手段による債権回収を図っ

てまいりますが、その進展状況によりまして

は、当下期以降、上記偶発損失引当金の設定

額を上回る損失が生じる可能性があります。

――― （滞留債権）

投資その他の資産の「滞留債権」に含まれ

ている業務委託料未収入債権173,830千円に関

し、平成15年3月25日に大阪地方裁判所（以下、

「地裁」と略します。）において、支払請求

訴訟を債務者に対して提起しておりましたが、

平成17年11月10日に地裁において原債権の内

173,830千円とこれに対する年６分の割合によ

る金利の支払を債務者に命ずる判決が言渡さ

れました。これに対して被告債務者が大阪高

等裁判所（以下、「高裁」と略します。）に

控訴申立てを行ったため、当社は上記地裁判

決に基づき債務者に対する差押え等の法的手

段による債権回収を図っておりました。

このような経緯において、高裁より和解勧

告がなされ、当社といたしましては、早期か

つ確実な回収を重視し、和解に応ずることと

いたしました。

　和解内容の概要は以下のとおりであります。

（１）当社に対する支払総額

 105,030千円

（２）支払方法

　　①平成18年４月～５月支払一時金

66,669千円

　　②平成26年11月末までの長期分割払金

38,360千円

上記和解内容に対応して、当社といたしま

しては、従来計上しておりました偶発損失引

当金112,990千円を取り崩すと共に、当社債権

放棄予定額及び長期分割払金に対して106,463

千円の貸倒引当金を設定しております。これ

により来期以降本件に関連して新たに発生す

る損失はありません。
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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

369,865千円       437,464 千円      401,407  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。

　担保に供している資産は次のとお

りであります。

　担保に供している資産は次のとお

りであります。

 建物 1,029,046千円

土地 729,631

投資有価証券 126,666

計 1,885,343

建物    1,004,390千円

土地 729,631

投資有価証券 131,660

計 1,865,581

建物    1,016,718千円

土地 729,631

投資有価証券 114,635

計 1,860,984

 　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。

 短期借入金 176,000千円

一年以内返済
予定長期借入金 69,480

一年以内返済
予定社債

258,000

長期借入金 119,660

社債 677,600

計 1,300,740

短期借入金       ー千円

一年以内返済
予定長期借入金 59,480

一年以内返済
予定社債

258,000

長期借入金 61,370

社債 888,800

計 1,267,650

短期借入金     30,000千円

一年以内返済
予定長期借入金

49,720

長期借入金 99,680

社債 994,000

計 1,173,400

 ３ 保証債務額 20,000 千円        20,000千円         120,000千円

（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 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,013千円      1,670千円      2,520千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,450 2,379 8,222

社債利息 10,201 8,862 19,968

社債発行費償却 18,120 1,915 36,241

※３ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 ― 611 6,994

偶発損失引当金戻入益 ― － 32,122

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 23,651 12,913 23,651

投資有価証券評価損 1,352 19,138 1,352

偶発損失引当金繰入額 49,680 － －

貸倒引当金繰入額 － － 118,230

保険契約解約損 ― － 71,185

　５ 減価償却実施額

有形固定資産 25,598 36,057 57,139

無形固定資産 25,750 14,624 52,130

①　リース取引

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

　当社のリース取引はすべて、企業

の事業内容に照らして重要性の乏し

いリース取引でリース契約１件当た

りリース料総額が300万円未満であ

るため、注記すべき事項はありませ

ん。

同　　　左 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。
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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

  64,393.33円

１株当たり
中間純利益金額

 3,768.98円

潜在株式調整後
１株当たり
中間純利益金額

3,707.24円

１株当たり
純資産額

22,709.96円

１株当たり
中間純利益金額

95.96円

潜在株式調整後
１株当たり
中間純利益金額

94.95円

１株当たり
純資産額

22,947.49円

１株当たり
当期純利益金額

2,014.14円

潜在株式調整後
１株当たり
中間純利益金額

 1,965.83円

　当社は、平成17年５月20日付けで株

式１株につき３株の株式分割をおこなっ

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、それぞれ以下のとおりと

なります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 60,607.38円 60,960.75円

１株当たり
中間純利益金額

１株当たり
当期純利益金額

2,404.67円 2,773.97円

潜在株式調整後
1株当たり
中間純利益金額

潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益金額

― 2,733.76円

　当社は、平成17年5月20日付けで１：

３、平成18年１月５日付で１：４の株

式分割を実施いたしました。なお、当

該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前連結会計年度の１株当た

り情報については、以下のとおりであ

ります。

１株当たり
純資産額

 15,240.19円

１株当たり
当期純利益金額

  693.49円

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

  683.44円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間純利益                 （千円） 132,664 14,683 294,304

普通株主に帰属しない金額   （千円） － － －

普通株式に係る中間純利益   （千円） 132,664 14,683 294,304

期中平均株式数               （株） 35,199 153,018 146,126

    

 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益
   

 中間（当期）純利益調整額　（千円） － － －

 普通株式増加数　　　　　　　（株） 586 1,627 3,853

（うち新株予約権　　　　　 （株）） (586) (1,627) (3,853)

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

－ － －

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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