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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 7,190 5.4 586 43.1 635 39.6

17年９月中間期 6,821 0.3 410 6.1 455 7.8

18年３月期 14,957 1,441 1,499

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 341 67.0 56 92

17年９月中間期 204 △1.5 34 07

18年３月期 709 115 40

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,994,954株 17年９月中間期 5,995,774株 18年３月期 5,995,462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 10,578 7,987 75.5 1,332 36

17年９月中間期 9,612 7,267 75.6 1,212 13

18年３月期 11,035 7,955 72.1 1,324 03

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,994,840株 17年９月中間期 5,995,500株 18年３月期 5,995,040株

②期末自己株式数 18年９月中間期 5,160株 17年９月中間期 4,500株 18年３月期 4,960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 15,200 1,540 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　125円　11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 － － － 34.0 － 34.0

19年3月期（実績） － 14.0 － － －
34.0

19年3月期（予想） － － － 20.0 －

※　上記の予想は当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は、様々な要因によ

り、これら業績予想とは大きく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については、

連結添付資料の６ページを参照してください。
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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（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  1,644,231   1,792,548   1,445,926   

２　受取手形  246,205   209,463   196,885   

３　売掛金  2,722,459   3,225,508   3,991,074   

４　たな卸資産  511,814   494,908   508,461   

５　預け金  1,400,000   1,500,000   1,500,000   

６　その他  460,900   537,700   553,614   

貸倒引当金  △257   △444   △511   

流動資産合計   6,985,354 72.7  7,759,684 73.4  8,195,450 74.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  405,680   383,641   395,241   

(2）構築物  10,237   9,566   9,571   

(3）工具器具備品  68,118   110,629   70,521   

(4）土地  335,093   335,093   335,093   

有形固定資産合計  819,129   838,930   810,427   

２　無形固定資産  167,165   257,296   172,597   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  991,501   1,074,985   1,222,352   

(2）敷金  472,899   453,670   460,924   

(3）前払年金費用  ―   22,852   ―   

(4）その他  181,375   176,197   177,955   

貸倒引当金  △4,509   △4,798   △4,562   

投資その他の資産
合計

 1,641,267   1,722,906   1,856,669   

固定資産合計   2,627,561 27.3  2,819,133 26.6  2,839,694 25.7

資産合計   9,612,916 100.0  10,578,818 100.0  11,035,145 100.0
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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　買掛金  485,778   505,740   794,237   

２　未払法人税等  86,736   211,320   351,761   

３　前受金  481,230   387,897   394,010   

４　賞与引当金  633,417   648,577   698,598   

５　役員賞与引当金  ―   8,500   ―   

６　その他 ※２ 359,983   598,450   473,799   

流動負債合計   2,047,147 21.3  2,360,485 22.3  2,712,407 24.6

Ⅱ　固定負債           

 １　繰延税金負債  ―   173,133   165,152   

２　退職給付引当金  251,396   ― ―  161,353   

３　役員退職慰労引当
金

 31,838   ― ―  38,697   

４　その他  15,237   57,902   1,900   

固定負債合計   298,471 3.1  231,035 2.2  367,103 3.3

負債合計   2,345,618 24.4  2,591,520 24.5  3,079,510 27.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   833,200 8.7  ― ―  833,200 7.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  727,800   ―   727,800   

資本剰余金合計   727,800 7.6  ― ―  727,800 6.6

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  69,200   ―   69,200   

２　任意積立金  4,900,000   ―   4,900,000   

３　中間（当期）未処
分利益

 551,688   ―   1,057,307   

利益剰余金合計   5,520,888 57.4  ― ―  6,026,507 54.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  190,056 2.0  ― ―  373,467 3.4

Ⅴ　自己株式   △4,648 △0.1  ― ―  △5,339 △0.0

資本合計   7,267,297 75.6  ― ―  7,955,634 72.1

負債資本合計   9,612,916 100.0  ― ―  11,035,145 100.0
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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  ― ― 833,200 7.9 ― ―

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  ― 727,800 ―

資本剰余金合計  ― ― 727,800 6.8 ― ―

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  ― 69,200 ―

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  ― 5,400,000 ―

繰越利益剰余金  ― 676,686 ―

利益剰余金合計  ― ― 6,145,886 58.1 ― ―

４　自己株式  ― ― △5,667 △0.0 ― ―

株主資本合計  ― ― 7,701,219 72.8 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 ― ― 286,078 2.7 ― ―

評価・換算差額等合
計

 ― ― 286,078 2.7 ― ―

純資産合計  ― ― 7,987,297 75.5 ― ―

負債純資産合計  ― ― 10,578,818 100.0 ― ―
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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   6,821,435 100.0  7,190,502 100.0  14,957,632 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  5,912,758 86.7  6,075,211 84.5  12,491,327 83.5

売上総利益   908,677 13.3  1,115,291 15.5  2,466,304 16.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  498,611 7.3  528,494 7.3  1,024,380 6.9

営業利益   410,065 6.0  586,797 8.2  1,441,924 9.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  48,055 0.7  52,672 0.7  63,256 0.4

Ⅴ　営業外費用   3,068 0.0  4,015 0.1  5,259 0.0

経常利益   455,052 6.7  635,454 8.8  1,499,920 10.0

Ⅵ　特別利益   3,375 0.0  ― ―  2,952 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３  38,927 0.6  1,805 0.0  188,119 1.2

税引前中間（当
期）純利益

  419,499 6.1  633,648 8.8  1,314,753 8.8

法人税、住民税及
び事業税

 73,740   195,309   549,887   

法人税等調整額  141,493 215,234 3.1 97,128 292,437 4.1 54,982 604,870 4.0

中間（当期）純利
益

  204,264 3.0  341,210 4.7  709,883 4.8

前期繰越利益   347,424   ―   347,424  

中間（当期）未処
分利益

  551,688   ―   1,057,307  
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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
 別途積立金

繰越利益
 剰余金

平成18年3月31日　残高 833,200 727,800 727,800 69,200 4,900,000 1,057,307 6,026,507

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て 　      500,000 　△500,000  －

剰余金の配当      △203,831 △203,831

利益処分による役員賞与      △18,000 △18,000

中間純利益      341,210 341,210

自己株式の取得        

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 － － － － 500,000 △380,620 119,379

平成18年9月30日　残高 833,200 727,800 727,800 69,200 5,400,000 676,686 6,145,886

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

 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

平成18年3月31日　残高 △5,339 7,582,167 373,467 373,467 7,955,634

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立て 　   －  －

剰余金の配当  △203,831   △203,831

利益処分による役員賞与  △18,000   △18,000

中間純利益  341,210   341,210

自己株式の取得 △327 △327   △327

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
  － △87,388 △87,388 △87,388

中間会計期間中の変動額合計 △327 119,051 △87,388 △87,388 31,662

平成18年9月30日　残高 △5,667 7,701,219 286,078 286,078 7,987,297

－ 6 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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

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）

その他有価証券

①時価のあるもの

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）

 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

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

保守用部品

移動平均法による原価法

貯蔵品

保守用部品

同左

貯蔵品

保守用部品

同左

 消耗部品

最終仕入原価法

消耗部品

同左

消耗部品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

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

によっております。

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(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

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法によっております。

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

 (4）投資不動産

定率法によっております。

ただし、施設利用権については

定額法によっております。なお、

耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

(4）投資不動産

同左 

(4）投資不動産

同左 
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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）

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

倒実績率法により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等について

は、財務内容評価法に基づき個

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

従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）　　　──────

 　　　

(3）役員賞与引当金  

役員の賞与支給に備えるため

支給見込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8,500千円減少してお

ります。

 

(3）　　　──────  

 

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

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（15年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各期の発

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（15

年）による定率法により算出し

た額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしておりま

す。

(4）退職給付引当金

　　　　同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

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（15年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各期の発

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（15

年）による定率法により算出し

た額をそれぞれ発生の翌期から

費用処理することとしておりま

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）

  

 

 

 

 （追加情報）

　当社は従来、執行役員の退

職慰労金の支出に備えて、支

給内規に基づく要支給額を退

職給付引当金に含めて計上し

ておりましたが、平成18年6月

27日開催の取締役会において、

執行役員退職慰労金制度の廃

止ならびに執行役員の退職時

に執行役員退職慰労金制度廃

止時までの在任期間に応じた

執行役員退職慰労金を支給す

ることが決議されました。

　これに伴い、執行役員退職

慰労金制度廃止時までの期間

に対応する執行役員退職慰労

金相当額37,440千円を固定負

債の「その他」に含めて計上

しております。 

 

 

 

 

 

 (5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、支給内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

(5）　　　──────  

 

 

 

 

（追加情報）

　当社は従来、役員の退職慰

労金の支出に備えて、支給内

規に基づく要支給額を役員退

職慰労金として計上しており

ましたが、平成18年3月28日

開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決

議し、平成18年6月27日開催

の株主総会において、役員の

退職時に取締役、監査役に対

し、役員退職慰労金制度廃止

時までの在任期間に応じた役

員退職慰労金を支給すること

が決議されました。

　これに伴い、当該総会まで

の期間に対応する役員退職慰

労金相当額18,562千円を固定

負債の「その他」に含めて計

上しております。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、支給内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

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　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。 

　これにより税引前中間純利益は38,604

千円減少しております。 

 

──────　　

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（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38,604

千円減少しております。 

 

──────　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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7,987,297千円です。

　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

692,499千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

693,977千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

698,714千円

※２　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、さらに中間納付の消費税等を差し

引いた金額を、中間貸借対照表上流動

負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

※２　　　　　　　同左 ※２　　　　　―――――

 

　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、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　　　　　　　　　1,502千円

 　３     　　　―――――

 

（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 24,162千円

無形固定資産 24,185千円

有形固定資産 23,634千円

無形固定資産 27,216千円

有形固定資産 50,648千円

無形固定資産 49,218千円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 2,710千円

有価証券利息 38千円

受取保険配当金 27,269千円

受取利息 4,944千円

受取保険配当金 23,125千円

受取利息 6,387千円

受取保険配当金 27,269千円

※３　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

 賃貸ビル

（愛知県名古

屋市）

 投資不動産

 

 

 建物及び土地

等

 

　当社は、投資不動産について、各投

資不動産単位に資産を集約しておりま

す。

　不動産の価格低下及び低収益により、

名古屋市の投資不動産に係る資産グルー

プの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失（38,604千円）

として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物9,958千円、

土地28,592千円、その他53千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを4.3%で割り引

いて算定しております。

※３　　　　　　──────

 

 

　

　

※３　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

 賃貸ビル

（愛知県名古

屋市）

 投資不動産

 

 

 建物及び土地

等

 

　当社は、投資不動産について、各投

資不動産単位に資産を集約しておりま

す。

　不動産の価格低下及び低収益により、

愛知県名古屋市の投資不動産に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（38,604千円）として特別損失に計上

しております。その内訳は、建物及び

構築物9,958千円、土地28,592千円、そ

の他53千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを4.3%で割り引

いて算定しております。
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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
（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） 4,960 200 － 5,160

合計 4,960 200 － 5,160

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加200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）

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

計額相当額及び期末残高相当額

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

550,773 410,879 1,032 962,684

減価償却累
計額相当額

334,389 220,146 929 555,464

減損損失累
計額相当額

―  ―  ―  ― 

中間期末残
高相当額

216,384 190,733 102 407,220

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

383,320 358,753 61 742,135

減価償却累
計額相当額

266,519 209,878 22 476,419

中間期末残
高相当額

116,801 148,875 39 265,716

 
工具器具
備品
（千円）

 
車両運搬
具
（千円）

 
ソフトウエ
ア
（千円）

 
合計
 

（千円）

取得価額相
当額

539,410 408,795 145 948,350

減価償却累
計額相当額

366,408 233,888 50 600,393

期末残高相
当額

173,001 174,906 50 347,957

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

　　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

 　　未経過リース料期末残高相当額　

１年内 212,862千円

１年超 205,872千円

合計 418,734千円

　　リース資産減損勘定の残高　　　    ―

 　

１年内 134,869千円

１年超 139,041千円

合計 273,910千円

 　

１年内 182,159千円

１年超 176,770千円

合計 358,930千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額

及び減損損失

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 119,988千円

リース資産減損

勘定の取崩額

―

減価償却費相当額 114,130千円

支払利息相当額 5,396千円

減損損失 ―

支払リース料 114,307千円

減価償却費相当額 107,996千円

支払利息相当額 4,287千円

支払リース料 241,298千円

減価償却費相当額 227,881千円

支払利息相当額 10,599千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

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）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

  

 

 

 

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 10,418千円

１年超 11,693千円

合計 22,112千円

１年内 30,494千円

１年超 59,220千円

合計 89,714千円

１年内 19,247千円

１年超 14,427千円

合計 33,675千円

 

 　　（有価証券）

　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）及び前事業年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）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 1,212円13銭

１株当たり中間純利益
金額

34円07銭

１株当たり純資産額 1,332円36銭

１株当たり中間純利益
金額

56円92銭

１株当たり純資産額 1,324円03銭

１株当たり当期純利益
金額

115円40銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式がないため、

記載しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式がないため、

記載しておりません。

　（注）　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 (千円) 204,264 341,210 709,883

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― 18,000

（うち利益処分による役員賞与金） (千円) (―) (―) (18,000)

普通株式に係る中間（当期）

純利益
(千円) 204,264 341,210 691,883

普通株式の期中平均株式数 (千株) 5,995 5,994 5,995

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

(2）契約状況

 単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 契約高
前年同期比
（％）

契約残高
前年同期比
（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 3,516,918 1.0 612,916 △11.6

情報設備部門

ＡＦＣ 1,794,343 17.1 63,277 △37.4

交通システム 737,709 △14.0 299,113 △15.7

その他 1,753,615 7.3 360,958 3.5

小計 4,285,668 6.5 723,349 △10.1

合計 7,802,587 3.9 1,336,266 △10.8

　（注）　契約高及び契約残高には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

 単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 販売高 前年同期比（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 3,491,040 1.9

情報設備部門

ＡＦＣ 1,771,740 17.1

交通システム 438,596 △13.1

その他 1,489,126 8.2

小計 3,699,462 9.0

合計 7,190,502 5.4

　（注）　販売高には、消費税等は含まれておりません。
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