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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 84,173 (△1.2) 220 (△57.8) 469 (△41.0)

17年９月中間期 85,178 (△2.5) 522 (△26.1) 796 (△15.9)

18年３月期 168,787 948 1,444

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 643 (37.9) 27 88

17年９月中間期 466 (21.4) 20 20

18年３月期 929 40 30

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 23,070,473株 17年9月中間期 23,072,287株 18年3月期 23,071,500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                                     （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 44,912 16,031 35.7 694 89

17年９月中間期 39,608 14,997 37.9 650 08

18年３月期 38,796 15,678 40.4 679 58

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 23,070,214株 17年9月中間期 23,070,786株 18年3月期 23,070,612株

②期末自己株式数 18年9月中間期 50,786株 17年9月中間期 50,214株 18年3月期 50,388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 169,900 987 809

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　34円99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 － 3.0 － 4.0 － 7.0

19年３月期（実績） － 3.0 － － －
7.0

19年３月期（予想） － － － 4.0 － 

※　上記の予想は本資料の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結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の8ページをご参照ください。
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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）

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※2 977   4,244   1,160   

２．受取手形 ※3 545   501   401   

３．売掛金  13,167   16,332   12,858   

４．たな卸資産  3,201   3,015   2,948   

５．その他  2,415   2,402   2,484   

貸倒引当金  △232   △272   △238   

流動資産合計   20,075 50.7  26,223 58.4  19,614 50.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物 ※2,4 5,678   5,275   5,462   

(2）土地 ※2 8,548   8,244   8,248   

(3）その他  644   550   594   

計   14,871 (37.6)  14,069 (31.3)  14,304 (36.8)

２．無形固定資産   91 (0.2)  93 (0.2)  99 (0.3)

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※2 3,556   3,638   3,782   

(2）その他  2,340   2,164   2,281   

貸倒引当金  △1,327   △1,277   △1,285   

計   4,569 (11.5)  4,525 (10.1)  4,778 (12.3)

固定資産合計   19,532 49.3  18,688 41.6  19,182 49.4

資産合計   39,608 100.0  44,912 100.0  38,796 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※2,3 1,055   1,600   882   

２．買掛金 ※2 13,907   19,735   13,461   

３．短期借入金 ※2 3,609   2,490   2,700   

４．一年内返済予定長
期借入金

※2 923   771   872   

５．未払法人税等  342   209   478   

６．賞与引当金  519   468   569   

７．その他  1,334   1,662   1,384   

流動負債合計   21,691 54.7  26,937 60.0  20,349 52.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※2 1,985   1,267   1,628   

２．役員退職慰労引当
金

 238   256   246   

３．債務保証損失引当
金

 117   36   36   

４．繰延税金負債  369   90   585   

５．その他  207   292   270   

固定負債合計   2,918 7.4  1,943 4.3  2,768 7.1

負債合計   24,610 62.1  28,880 64.3  23,117 59.6
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,719 9.4  － －  3,719 9.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,380   －   3,380   

資本剰余金合計   3,380 8.5  － －  3,380 8.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  354   －   354   

２．任意積立金  6,376   －   6,376   

３．中間（当期）未処
分利益

 546   －   940   

利益剰余金合計   7,276 18.4  － －  7,670 19.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  665 1.7  － －  952 2.4

Ⅴ　自己株式   △44 △0.1  － －  △44 △0.1

資本合計   14,997 37.9  － －  15,678 40.4

負債資本合計   39,608 100.0  － －  38,796 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 3,719 8.3 － －

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  － 3,380 －

資本剰余金合計  － － 3,380 7.5 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 354 －

(2）その他利益剰
余金

    

圧縮積立金  － 176 －

別途積立金  － 6,970 －

繰越利益剰余
金

 － 721 －

利益剰余金合計  － － 8,221 18.3 － －

４．自己株式  － － △44 △0.1 － －

株主資本合計  － － 15,276 34.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 754 1.7 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 754 1.7 － －

純資産合計  － － 16,031 35.7 － －

負債純資産合計  － － 44,912 100.0 － －
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   85,178 100.0  84,173 100.0  168,787 100.0

Ⅱ　売上原価   75,522 88.7  74,669 88.7  149,279 88.4

売上総利益   9,655 11.3  9,503 11.3  19,507 11.6

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  9,133 10.7  9,283 11.0  18,558 11.0

営業利益   522 0.6  220 0.3  948 0.6

Ⅳ　営業外収益 ※1  312 0.4  274 0.3  563 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※2  37 0.1  24 0.0  66 0.0

経常利益   796 0.9  469 0.6  1,444 0.9

Ⅵ　特別利益 ※3  66 0.1  18 0.0  159 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,6  60 0.1  13 0.0  74 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  802 0.9  474 0.6  1,529 0.9

法人税、住民税
及び事業税

 360   136   635   

法人税等調整額  △23 337 0.4 △304 △168 △0.2 △36 599 0.3

中間（当期）純
利益

  466 0.5  643 0.8  929 0.6

前期繰越利益   79   －   79  

自己株式処分差
損

  －   －   0  

中間配当額   －   －   69  

中間（当期）未
処分利益

  546   －   940  
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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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計圧縮積立

金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,719 3,380 3,380 354 176 6,200 940 7,670 △44 14,726

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て (注）      770 △770    

剰余金の配当 (注）       △92 △92  △92

中間純利益       643 643  643

自己株式の取得         △0 △0

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

（百万円）
     770 △219 550 △0 550

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,719 3,380 3,380 354 176 6,970 721 8,221 △44 15,276

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

（百万円）
952 952 15,678

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て (注)    

剰余金の配当 (注)   △92

中間純利益   643

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△197 △197 △197

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△197 △197 352

平成18年９月30日　残高

（百万円）
754 754 16,031

(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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基づ

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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基づ

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

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）デリバティブ

　時価法

(2）　　　―――――― (2）デリバティブ

　時価法

 (3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

　なお、一部の生鮮品については

個別法による原価法によっており

ます。

(3）たな卸資産

商品

同　　　　左

(3）たな卸資産

商品

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、次のとおりであります。

(1）有形固定資産

同　　　　左

(1）有形固定資産

同　　　　左

 建物及び構築物 15年～38年   

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同　　　　左

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同　　　　左

 その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同　　　　左

その他の無形固定資産

同　　　　左

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同　　　　左

(3）長期前払費用

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

　従業員に支給する賞与に充てる

ため、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。

(2）賞与引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てる

ため、翌事業年度の支給見込額の

うち当事業年度の負担額を計上し

ております。
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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）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。なお、当

中間会計期間末における年金資

産見込額が、退職給付債務に未

認識過去勤務債務及び未認識数

理計算上の差異を加減した額を

超過しているため、前払年金費

用を投資その他の資産の「その

他」に含めて計上しております。

 　　また、数理計算上の差異は、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、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、発生時から費用処理して

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、

当事業年度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。また、当事業年度末におけ

る年金資産見込額が、退職給付債

務に未認識過去勤務債務及び未認

識数理計算上の差異を加減した額

を超過しているため、前払年金費

用を投資その他の資産の「長期前

払費用」に含めて計上しておりま

す。

　数理計算上の差異は、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、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、発生時から費用処理して

おります。

 （追加情報）

　当社は、確定給付企業年金法の

施行に伴い、厚生年金基金の代行

部分について、平成17年2月28日

に厚生労働大臣から過去分返上の

認可を受け、平成17年7月15日に

国に返還額（最低責任準備金）の

納付を行いました。

　なお、これによる当中間会計期

間の損益に与える影響は、軽微で

あります。

―――――――――

 

 

（追加情報）

　当社は、確定給付企業年金法の

施行に伴い、厚生年金基金の代行

部分について、平成17年2月28日

に厚生労働大臣から過去分返上の

認可を受け、平成17年7月15日に

国に返還額（最低責任準備金）の

納付を行いました。

  なお、これによる当事業年度の

損益に与える影響は、軽微であり

ます。

 (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、内規に基づく中間会計期

間末の要支給額を計上しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員への退職慰労

金の支給に備えるため、内規に基

づく中間会計期間末の要支給額を

計上しております。

　なお、執行役員制度は平成18年

７月より導入しております。

(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。

 (5）債務保証損失引当金

　債務保証等の損失に備えるため、

被保証先の財政状態等を勘案し、

損失負担見込み額を計上しており

ます。

(5）債務保証損失引当金

同　　　　左

(5）債務保証損失引当金

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

　ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップ取引については繰延ヘッ

ジを採用し、為替予約取引につい

ては振当処理を採用しております。

(1) 　　　―――――― (1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップ取引については繰延ヘッ

ジを採用し、為替予約取引につい

ては振当処理を採用しております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の金利支払に係る金利変

動リスクをヘッジするために金利

スワップを採用しております。ま

た、外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクをヘッジするために、為

替予約取引を利用しております。

(2) 　　　―――――― (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の金利支払に係る金利変

動リスクをヘッジするために金利

スワップを採用しております。ま

た、外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクをヘッジするために、為

替予約取引を利用しております。

 (3) ヘッジ方針

　ヘッジ対象の識別及びヘッジ手

段の選択は、保有している借入金

または外貨建金銭債権債務の範囲

内で、ヘッジ手段の契約時に個別

に社長決裁稟議を経て実施する方

針であります。

(3) 　　　―――――― (3）ヘッジ方針

　ヘッジ対象の識別及びヘッジ手

段の選択は、保有している借入金

または外貨建金銭債権債務の範囲

内で、ヘッジ手段の契約時に個別

に社長決裁稟議を経て実施する方

針であります。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　毎月末経理財務部において、

ヘッジ対象である借入金または外

貨建金銭債権債務とヘッジ手段で

ある金利スワップまたは為替予約

残高との対応関係について把握し

管理しております。

(4) 　　　―――――― (4）ヘッジ有効性評価の方法

　毎月末経理財務部において、

ヘッジ対象である借入金または外

貨建金銭債権債務とヘッジ手段で

ある金利スワップまたは為替予約

残高との対応関係について把握し

管理しております。

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

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債その

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

税抜方式によっております。
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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）

────── （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16,031百万円であります。

　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

10,274百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,752百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    10,517百万円

※２　担保に供している資産及び対応

する債務は下記のとおりであり

ます。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及び対応

する債務は下記のとおりであり

ます。

(1）担保に供している資産

※２．担保に供している資産及び対応

する債務は下記のとおりであり

ます。

(1)担保に供している資産

建物 938百万円

土地 2,577百万円

計 3,515百万円

建物 887百万円

土地 2,421百万円

計 3,309百万円

建物  912百万円

土地 2,421百万円

計 3,333百万円

(2）対応する債務 (2）対応する債務 (2)対応する債務

支払手形 110百万円

買掛金 104百万円

短期借入金 995百万円

長期借入金 181百万円

（一年以内返済予定の長期借入

金を含む）

計  1,391百万円

支払手形 70百万円

買掛金    148百万円

短期借入金    515百万円

長期借入金    537百万円

（一年以内返済予定の長期借入

金を含む）

計 1,271百万円

支払手形 124百万円

買掛金 87百万円

短期借入金 675百万円

長期借入金 416百万円

（一年以内返済予定の長期借入

金を含む）

計 1,303百万円

(3) また、預金8百万円及び投資有

価証券445百万円（中間会計期

間末簿価）を取引保証のため担

保に供しております。

(3) また、投資有価証券451百万円

（中間会計期間末簿価）を取引

保証のため担保に供しておりま

す。

(3) また、投資有価証券498百万円

（期末簿価）を取引保証のため

担保に供しております。

※３　　　　―――――― ※３　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、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　　　　40百万円

支払手形　　　 587百万円　

　　　

※３　　　　――――――

※４　建物の取得価額から直接減額し

た国庫補助金受入による圧縮記

帳額は、33百万円であります。

※４　　　同　　　　左 ※４　　　同　　　　左
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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は

次のとおりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

受取利息  8百万円

賃貸料    121百万円

受取利息 8百万円

賃貸料 110百万円

受取利息    16百万円

賃貸料  243百万円

※２　営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

支払利息   29百万円 支払利息 24百万円 支払利息  56百万円

※３　特別利益の主なものは次のとお

りであります。

※３　特別利益の主なものは次のとお

りであります。

※３　特別利益の主なものは次のとお

りであります。

固定資産売却益  19百万円

投資有価証券売却益   2百万円

貸倒引当金戻入益  35百万円

投資有価証券売却益 3百万円

貸倒引当金戻入益 14百万円

固定資産売却益 19百万円

投資有価証券売却

益

13百万円

貸倒引当金戻入益 45百万円

債務保証損失引当

金戻入益
80百万円

※４　特別損失の主なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失の主なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失の主なものは次のとお

りであります。

固定資産除売却損 5百万円

貸倒引当金繰入額 46百万円

減損損失 7百万円

固定資産除売却損 8百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

減損損失 3百万円

固定資産除売却損 34百万円

貸倒引当金繰入額 18百万円

減損損失 7百万円

会員権売却損 2百万円

債権売却損    3百万円

子会社清算損 7百万円
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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　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

　５　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

　５　減価償却実施額は次のとおりで

あります。

有形固定資産 290百万円

無形固定資産 4百万円

有形固定資産 260百万円

無形固定資産 5百万円

有形固定資産 584百万円

無形固定資産 9百万円

※６　当社は、保有固定資産を各事業

部別に把握したうえで地域事業

部毎に当該地域の戦略・顧客政

策を勘案してグループ化し、減

損会計を適用しております。

　継続的な地価の下落及び資産

グループ単位の収益性等を踏ま

え検証した結果、以下の不動産

については、将来キャッシュ・

フローによって当該資産の簿価

を全額回収できる可能性が低い

と判断し、帳簿価格を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減

損損失（土地7百万円、建物0百

万円）として特別損失に計上し

ております。

　なお、当該資産の回収可能額

は正味売却価額により測定して

おります。

※６　当社は、保有固定資産を各事業

部別に把握したうえで地域事業

部毎に当該地域の戦略・顧客政

策を勘案してグループ化し、減

損会計を適用しております。

　継続的な地価の下落及び資産

グループ単位の収益性等を踏ま

え検証した結果、以下の不動産

については、将来キャッシュ・

フローによって当該資産の簿価

を全額回収できる可能性が低い

と判断し、帳簿価格を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減

損損失（土地3百万円）として

特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産の回収可能額

は正味売却価額により測定して

おります。

※６　当社は、保有固定資産を各事業

部別に把握したうえで地域事業

部毎に当該地域の戦略・顧客政

策を勘案してグループ化し、減

損会計を適用しております。

　継続的な地価の下落及び資産

グループ単位の収益性等を踏ま

え検証した結果、以下の不動産

については、将来キャッシュ・

フローによって当該資産の簿価

を全額回収できる可能性が低い

と判断し、帳簿価格を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減

損損失（土地7百万円、建物0百

万円）として特別損失に計上し

ております。

　なお、当該資産の回収可能額

は正味売却価額により測定して

おります。

地域 主な用途 種類
減損損失

(百万円)

その他 遊休不動産

土地及

び建物

等

7

(注) 地域区分のうち、その他は長野県

のエリア外の地域を指します。 

地域 主な用途 種類
減損損失

(百万円)

長野県

北信

遊休不動産 土地 3

(注）長野県北信は主に長野エリアを指

します。

地域 主な用途 種類
減損損失

(百万円)

山梨県 遊休不動産

土地及

び建物

等

7
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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) 50 0 － 50

合計 50 0 － 50

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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(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）

　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・リース取引に係る注記

(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・リース取引に係る注記

(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・リース取引に係る注記

(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

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

有形固定資
産その他

605 325 280

合計 605 325 280

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

有形固定資
産その他

681 359 321

合計 681 359 321

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

有形固定資
産その他

588 329 258

合計 588 329 258

(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年以内    121百万円

１年超    162百万円

計    284百万円

１年以内 115百万円

１年超 210百万円

計 325百万円

1年以内 112百万円

1年超 150百万円

合計  262百万円

(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、

支払利息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、

支払利息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、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料   68百万円

減価償却費相当額   65百万円

支払利息相当額  2百万円

支払リース料 76百万円

減価償却費相当額 73百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料  135百万円

減価償却費相当額   129百万円

支払利息相当額 5百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は

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

利息相当額の算定方法はリース料

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

（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
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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）、当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）及び前事業年度末（平

成18年３月31日現在）における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）

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株当たり純資産額       650.08円        694.89円    679.58円

１株当たり中間（当期）純

利益金額
     20.20円   27.88円   40.30円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

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。

同　　　左 　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. 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（百万円） 466 643 929

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
466 643 929

期中平均株式数（千株） 23,072 23,070 23,071

　（注）2. １株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（百万円） － 16,031 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
－ 16,031 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千

株）

－ 23,070 －

（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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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