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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 4,196 (△10.2) △42 (  －　) △28 (  －　)

１７年９月中間期 4,674 (  6.4 ) 223 ( 134.7) 247 ( 128.7)

１８年３月期 8,790  479  538  

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 △31 (  －　) △3 12

１７年９月中間期 △86 (  －　) △9 44

１８年３月期 59  5 24

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 10,104,592株 17年9月中間期 9,199,814株 18年3月期
9,192,702 

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 5,889 2,644 44.9 261 78

１７年９月中間期 5,966 2,607 43.7 283 55

１８年３月期 5,687 2,727 48.0 295 68

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 10,103,591株 17年9月中間期 9,195,815株 18年3月期  9,187,903株

②期末自己株式数 18年9月中間期 1,282,143株 17年9月中間期 1,154,853株 18年3月期  1,162,765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 8,487  210  92  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）9円10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 2.50 2.50 5.00

19年3月期（実績） 2.50             －  

19年3月期（予想） － 2.50 5.00

※　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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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  799,504 614,555 757,359

２．受取手形 ※５ 77,969 78,232 72,809

３．売掛金 728,395 720,985 491,523

４．棚卸資産 1,146,423 1,300,085 1,181,332

５．繰延税金資産 155,438 141,199 112,738

６．その他 134,843 183,505 201,264

７．貸倒引当金 △11,401 △6,577 △4,747

流動資産合計 3,031,174 50.8 3,031,986 51.5 2,812,281 49.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 535,611 518,983 527,755

２．土地 ※２ 1,358,141 1,339,223 1,339,223

３．その他 40,037 50,908 47,258

有形固定資産合計 1,933,789 32.4 1,909,115 32.4 1,914,237 33.7

(2）無形固定資産 42,469 0.7 29,466 0.5 27,380 0.5

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 428,397 369,359 395,039

２．その他 623,572 598,701 631,935

３．貸倒引当金 △93,491 △49,235 △93,790

投資その他の資産合計 958,478 16.1 918,824 15.6 933,185 16.4

固定資産合計 2,934,738 49.2 2,857,407 48.5 2,874,803 50.6

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 800 266 533

繰延資産合計 800 0.0 266 0.0 533 0.0

資産合計 5,966,712 100.0 5,889,659 100.0 5,687,617 100.0
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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．支払手形  ※５ 756,776 876,332 574,357

２．買掛金 204,563 180,013 178,644

３．短期借入金 615,000 935,000 690,000

４．１年内返済予定長期借
入金

※２ 146,091 119,960 131,096

５．１年内償還予定社債 69,000 69,000 69,000

６．未払法人税等 159,027 14,833 101,396

７．未払消費税等 ※４ 34,223 15,153 27,997

８．賞与引当金 335,000 124,000 224,000

９．その他 394,187 427,832 405,052

流動負債合計 2,713,870 45.5 2,762,125 46.9 2,401,545 42.2

Ⅱ　固定負債

１．社債  221,500 152,500 187,000

２．長期借入金 ※２ 288,425 168,465 226,778

３．繰延税金負債 18,477 27,944 18,904

４．退職給付引当金 110,148 128,517 120,314

５．預り保証金 6,832 5,232 5,232

固定負債合計 645,383 10.8 482,659 8.2 558,228 9.8

負債合計　　 3,359,254 56.3 3,244,784 55.1 2,959,774 52.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 530,950 8.9 － － 530,950 9.4

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 274,115 － 274,115

２．その他資本剰余金 5 － 24

資本剰余金合計 274,120 4.6 － － 274,139 4.8

Ⅲ　利益剰余金　　　　  

１．利益準備金 64,585 － 64,585

２．任意積立金 1,427,610 － 1,427,610

３．中間（当期）未処分利
益

657,625 － 780,841

利益剰余金合計 2,149,820 36.0 － － 2,273,036 40.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

193,972 3.3 － － 194,916 3.4

Ⅴ　自己株式 △541,405 △9.1 － － △545,199 △9.6

資本合計 2,607,458 43.7 － － 2,727,843 48.0

負債及び資本合計 5,966,712 100.0 － － 5,687,617 100.0
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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　 － － 530,950 9.0 － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 274,115 －

(2) その他資本剰余金 － 28 －

資本剰余金合計 － － 274,143 4.7 － －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 64,585 －

(2）その他利益剰余金

別途積立金 － 1,427,610 －

繰越利益剰余金 － 715,157 －

利益剰余金合計 － － 2,207,352 37.5 － －

４．自己株式 － － △546,786 △9.3 － －

株主資本合計 － － 2,465,659 41.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

－ － 179,216 3.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 179,216 3.0 － －

純資産合計 － － 2,644,875 44.9 － －

負債及び純資産合計 － － 5,889,659 100.0 － －
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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 4,674,150 100.0 4,196,765 100.0 8,790,384 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 1,884,844 40.3 1,640,751 39.1 3,365,110 38.3

売上総利益 2,789,305 59.7 2,556,014 60.9 5,425,274 61.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 2,566,206 54.9 2,598,564 61.9 4,945,389 56.2

   営業利益又は営業損
　
　 失（△）

223,099 4.8 △42,550 △1.0 479,884 5.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 833 413 1,345

２．その他 38,390 22,434 84,509

営業外収益計 39,224 0.8 22,848 0.5 85,858 0.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息　 9,911 7,010 18,220

２．その他 4,842 2,013 9,242

営業外費用計 14,753 0.3 9,024 0.2 27,462 0.3

　 経常利益又は経常　
　 損失（△）　

247,570 5.3 △28,727 △0.7 538,280 6.1

Ⅵ　特別利益 ※２ 904 0.0 75 0.0 13,263 0.2

Ⅶ　特別損失 ※3・4 269,103 5.7 6,501 0.2 288,453 3.3

税引前当期純利益又は
中間純損失（△）

△20,628 △0.4 △35,153 △0.9 263,091 3.0

法人税、住民税及び事
業税

150,479 5,087 245,509

法人税等調整額 △84,285 66,193 1.5 △8,733 △3,646 △0.1 △41,801 203,708 2.3

当期純利益又は中間純
損失（△）

△86,822 △1.9 △31,507 △0.8 59,383 0.7

前期繰越利益 744,447 － 744,447

中間配当額 － － 22,989

中間（当期）未処分利
益

657,625 － 780,841
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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

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
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　　

（千円）
530,950 274,115 24 274,139 64,585 1,427,610 780,841 2,273,036 △545,199 2,532,926

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △22,969 △22,969  △22,969

利益処分による役員賞与       △11,207 △11,207  △11,207

中間純損失（△）       △31,507 △31,507  △31,507

自己株式の取得         △1,654 △1,654

自己株式の処分   3 3     67 71

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）
  3 3   △65,684 △65,684 △1,587 △67,267

平成18年9月30日残高　　

（千円）
530,950 274,115 28 274,143 64,585 1,427,610 715,157 2,207,352 △546,786 2,465,659

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） 194,916 194,916 2,727,843

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　   △22,969

利益処分による役員賞与   △11,207

中間純損失（△）   △31,507

自己株式の取得   △1,654

自己株式の処分   71

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△15,700 △15,700 △15,700

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
△15,700 △15,700 △82,968

平成18年9月30日残高（千円） 179,216 179,216 2,644,875
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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）棚卸資産

商品・委託商品

月次移動平均法による原価法

(1）棚卸資産

商品・委託商品

同　　左

(1）棚卸資産

商品・委託商品

同　　左

製品・仕掛品

総平均法による原価法

製品・仕掛品

同　　左

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）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(2）有価証券

子会社株式

同　　左

(2）有価証券

子会社株式

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）

その他有価証券（時価のないも

の）

　移動平均法による原価法

その他有価証券（時価のないも

の）

同　　左

その他有価証券（時価のないも

の）

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

日以降取得の建物（附属設備を除

く）は定額法。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。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エアに

ついては、社内の利用可能期間

（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．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

　従業員への賞与の支給に備える

ため、賞与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。

(2）賞与引当金

同　　左

(2）賞与引当金

　従業員への賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担

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。　また、数理計算上の

差異は各発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年数

（7年）による定率法により按分

した額を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。なお、会計基準変更時差

異については10年による按分額を

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

計上しております。　また、数理

計算上の差異は各発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（7年）による定率法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理すること

としております。なお、会計基準

変更時差異については10年による

按分額を費用処理しております。

４．リース取引の処理方法 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、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

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

  金利スワップ取引については特

例処理の要件を満たしている場合

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）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(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

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で、金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行っております。

(3）ヘッジ方針

　　　 　同　　左

(3）ヘッジ方針

同　　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　 同　　左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

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

(1）消費税等の会計処理について

　　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。

(1）消費税等の会計処理について

同　　左

(1）消費税等の会計処理について

 同　　左
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会計処理の変更

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）

　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266,665千円減

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。

　　　　　　　　──── 　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279,641千円減

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。

 　　　　　　　　────  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2,644,875千円であります。

　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 ※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

653,424千円 685,696千円 669,701千円

※２　担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産

建物 228,815

土地 1,180,225

合計 1,409,041

建物 203,831

土地 745,525

合計 949,357

建物 208,876

土地 745,525

合計 954,401

②対応債務 ②対応債務 ②対応債務

１年内返済予定長

期借入金
126,091

長期借入金 263,425

合計 389,516

１年内返済予定長

期借入金
163,465

長期借入金 99,960

合計 263,425

１年内返済予定長

期借入金
111,096

長期借入金 211,778

合計 322,874

　３　保証債務

債務保証

保証先：株式会社岩手中京医薬品

金額 ：
46,1

60
千円

内容　：借入債務

保証先：株式会社ユナイテッドデザ

イン

金額 ：
3,85

8
千円

内容　：借入債務

　

    

 

　３　保証債務

債務保証

保証先：株式会社岩手中京医薬品

金額 ：
34,9

12
千円

内容　：借入債務　

保証先：株式会社ユナイテッドデザ

イン

金額 ：
1,86

6
千円

内容　：借入債務

保証先：株式会社中京医薬品コリア

金額 ：
43,9

99
千円

内容　：ＬＣ発行　

　３　保証債務

債務保証

保証先：株式会社岩手中京医薬品

金額 ：
40,0

80
千円

内容　：借入債務　

保証先：株式会社ユナイテッドデザ

イン

金額 ：
2,86

2
千円

内容　：借入債務

保証先：株式会社中京医薬品コリア

金額 ：
4,88

8
千円

内容　 : ＬＣ発行　

※４　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上未払消費税等として表示しておりま

す。

※４　　　　　　同左　　　 ※４　　　　　　─────　　

※５　　　　　　───── ※５　中間会計期間末日満期手形に関して　

　　は、満期日が金融機関の休日でありまし

　　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。当中間会計期間末日

　　満期手形は次のとおりであります。

受取手形 22,665千円

支払手形 257,423

  

※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　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 16,922千円

無形固定資産 3,420

有形固定資産 18,330千円

無形固定資産 1,472

有形固定資産 34,281千円

無形固定資産 7,042

※２　　　　　　────── ※２　　　　　　────── ※２　特別利益のうち主なもの

  投資有加証券売却

益
11,671千円

※３　特別損失のうち主なもの ※３　特別損失のうち主なもの ※３　特別損失のうち主なもの

減損損失 266,665千円 減損損失　 1,581千円 減損損失 279,641千円

※４．減損損失の内容は以下のとおりであり

ます。

　当中間会計期間において当社は以下の

資産について減損損失を計上しました。

※４．減損損失の内容は以下のとおりであり

ます。

　当中間会計期間において当社は以下の

資産について減損損失を計上しました。

※４．減損損失の内容は以下のとおりであり

ます。

　当会計期間において当社は以下の資産

について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

名古屋オフィ
ス
姶良営業所他
３営業所

事業用
資産

建物・構築物
工具器具備品

三重県桑名市
岐阜県大野郡

遊休資
産

土地

場所 用途 種類

名張営業所他
２営業所

事業用
資産

建物・構築物

場所 用途 種類

名古屋オフィ
ス
姶良営業所他
３営業所

事業用
資産

建物・構築物
工具器具備品
営業権

三重県桑名市
岐阜県大野郡

遊休資
産

土地

　当社は、資産を事業所ごとにグルーピ

ングしております。　

　事業用資産については、収益性が悪化

したものについて、遊休資産については

地価の下落により回収可能価額が低下し

たものについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失として特別損失

に計上しております。　　　　　　　　

その内訳は次のとおりであります。

　当社は、資産を事業所ごとにグルーピ

ングしております。　

　事業用資産については、営業活動から

生じる損益及び使用価値が継続してマイ

ナスであり、資産グループの固定資産簿

価を回収できないと判断した事業所につ

いて帳簿価額を回収可能価額（０円）ま

で減額し、減損損失として特別損失に計

上しております。　　　　　　　　　　

　　　　　　　その内容は次のとおりで

あります。

　当社は、資産を事業所ごとにグルーピ

ングしております。

  事業用資産については、収益性が悪化

したものについて、遊休資産については

地価の下落により回収可能価額が低下し

たものについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失として特別損失

に計上しております。

その内訳は次のとおりであります。

土地 183,716千円

建物 81,221 

その他 1,727 

計 266,665 

建物 1,441千円

その他 139 

計 1,581 

土地 183,716千円

建物 81,221 

その他 14,704 

計 279,641 

　なお、当該資産の回収可能価額は、主

として正味売却価額により測定しており

不動産鑑定士による不動産鑑定評価によ

り算定した正味売却価額によっておりま

す。

 　なお、当該資産の回収可能価額は、主

として正味売却価額により測定しており

不動産鑑定士による不動産鑑定評価によ

り測定した正味売却価額によっておりま

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）

自己株式     

  普通株式（注） 1,162,765 119,537 159 1,282,143

合計 1,162,765 119,537 159 1,282,143

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加119,537株は株式分割による増加116,276株及び単元未満株式の買取りによ

る増加3,261株による増加であります。

 　　 　　普通株式の自己株式の株式数の減少159株は単元未満株式の買増しによるものであります。

－ 43 －



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）

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

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

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

(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

有形固定資産

その他

無形固

定資産

合計

(千円)

（器具

及び備

品）

(千円)

(その

他)

(千円)

（ソフ

トウエ

ア）

(千円)

取得価

額相当

額

201,907 68,355 165,120 435,382

減価償

却累計

額相当

額

137,883 41,741 83,397 263,023

中間期

末残高

相当額

64,023 26,613 81,722 172,359

有形固定資産

その他

無形固

定資産

合計

(千円)

（器具

及び備

品）

(千円)

(その

他)

(千円)

（ソフ

トウエ

ア）

(千円)

取得価

額相当

額

241,281 72,355 235,596 549,233

減価償

却累計

額相当

額

155,058 23,877 126,257 305,193

中間期

末残高

相当額

86,222 48,477 109,338 244,039

有形固定資産

その他

無形固

定資産

合計

(千円)

（器具

及び備

品）

(千円)

(その

他)

(千円)

（ソフ

トウエ

ア）

(千円)

取得価

額相当

額

215,630 68,355 215,293 499,278

減価償

却累計

額相当

額

136,850 47,475 103,678 288,004

期末残

高相当

額

78,779 20,879 111,614 211,274

(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 78,023千円

１年超 99,389

合　計 177,413

１年内 87,849千円

１年超 160,010

合　計 247,859

１年内 86,636千円

１年超 128,453

合　計 215,089

（注）上記金額は、支払利息相当額を控

除したものであります。

（注）　　　　　同左 （注）　　　　　同左

(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 44,651千円

減価償却費相当額 41,629

支払利息相当額 2,345

支払リース料 53,492千円

減価償却費相当額 50,171

支払利息相当額 3,051

支払リース料 98,474千円

減価償却費相当額 92,239

支払利息相当額 4,551

(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

　リース料相当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 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 57,841千円

１年超 103,226

合　計 161,067

１年内 54,631千円

１年超 48,595

合　計 103,226

１年内 54,631千円

１年超 75,910

合　計 130,542
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②　有価証券

（前中間会計期間末）（平成17年９月30日）

　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）

　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）

　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 283円55銭

１株当たり中間純損失 9円44銭

１株当たり純資産額 261円78銭

１株当たり中間純損失 3円12銭

１株当たり純資産額 295円68銭

１株当たり当期純利益 5円24銭

　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、１株当たり

純損失であり、また潜在株式が存在し

てい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、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。

 　   当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき1.1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

257円77銭 268円80銭 

 １株当たり中間純

 損失金額

 １株当たり当期純

 利益金額

8円58銭 4円76銭 

－ 46 －



　（注）１株当たり当期純利益及び中間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)

当期純利益又は中間純損失（△）（千円） △86,822 △31,507 59,383

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 11,207

（うち、利益処分による役員賞与金） (－) (－) (11,207)

普通株式に係る当期純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△86,822 △31,507 48,176

期中平均株式数（千株） 9,199 10,104 9,192

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　　　　───　 　　　　───　　 新株引受権１種類（新

株引受権の数208,120

株)。平成17年６月21

日行使期間満了

－ 47 －


