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単元株制度採用の有無 有（１単元　500株）   

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 8,486 △29.1 6 － △6 －

17年９月中間期 11,967 46.4 △72 － △63 －

18年３月期 21,019 46 160

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 △65 － △4 79

17年９月中間期 △87 － △6 46

18年３月期 118 8 68

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 13,750,971株 17年9月中間期 13,575,201株 18年3月期 13,641,311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 13,012 7,062 54.3 510 24

17年９月中間期 12,559 7,185 57.2 529 08

18年３月期 13,184 7,193 54.6 524 19

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 13,840,539株 17年9月中間期 13,580,899株 18年3月期 13,722,819株

②期末自己株式数 18年9月中間期  414,182株 17年9月中間期 673,822株 18年3月期 531,902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 24,000 240 110

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7円95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 5.00 5.00 10.00

19年３月期（実績） 5.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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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 1,326,587 1,639,288 2,326,498

２ 受取手形 ※４ 163,497 228,602 274,391

３ 売掛金 6,635,685 4,960,006 3,620,739

４ たな卸資産 670,490 358,007 1,012,693

５ 前渡金 404,880 366,077 2,898,907

６ 未収入金 － 2,459,183 196,351

７ 繰延税金資産 155,584 98,596 87,392

８ その他 ※３ 125,320 121,593 63,803

貸倒引当金 △684 △765 △409

流動資産合計 9,481,361 75.5 10,230,591 78.6 10,480,368 79.5

Ⅱ　固定資産

１ 有形固定資産 ※１

(1）建物 541,887 507,883 524,260

(2）工具器具及び備品 106,426 92,344 92,374

(3）土地 486,589 486,589 486,589

(4）その他 4,987 14,069 16,328

計 1,139,889 1,100,887 1,119,552

２ 無形固定資産 124,475 82,658 103,001

３ 投資その他の資産

(1）投資有価証券 507,100 179,851 254,112

(2）長期差入保証金 320,832 320,469 320,689

(3）保険積立金 541,700 514,891 513,285

(4）繰延税金資産 67,590 107,864 73,363

(5）その他 376,465 475,370 320,278

計 1,813,689 1,598,447 1,481,729

固定資産合計 3,078,053 24.5 2,781,993 21.4 2,704,284 20.5

資産合計 12,559,415 100.0 13,012,584 100.0 13,184,652 100.0
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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 263,158 339,769 506,876

２　買掛金 2,320,983 2,147,826 2,157,030

３　短期借入金 2,000,000 2,600,000 2,600,000

４　未払法人税等 16,732 16,812 26,257

５　前受金 303,039 324,590 172,234

６　その他 ※３ 175,253 196,542 216,756

流動負債合計 5,079,167 40.4 5,625,541 43.2 5,679,156 43.0

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 225,878 244,562 237,223

２　役員退職慰労引当金 68,953 80,466 74,875

固定負債合計 294,831 2.4 325,029 2.5 312,098 2.4

負債合計 5,373,999 42.8 5,950,570 45.7 5,991,255 45.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,241,696 25.8 － － 3,241,696 24.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 810,424 － 810,424

２　その他資本剰余金 2,224,130 － 2,242,921

資本剰余金合計 3,034,554 24.1 － － 3,053,345 23.2

Ⅲ　利益剰余金

１　任意積立金 1,072,200 － 1,072,200

２　中間（当期）未処分
利益

167,735 － 306,002

利益剰余金合計 1,239,935 9.9 － － 1,378,202 10.5

Ⅳ　土地再評価差額金 △448,995 △3.6 － － △448,995 △3.4

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

272,769 2.2 － － 123,173 0.9

Ⅵ　自己株式 △154,542 △1.2 － － △154,024 △1.2

資本合計 7,185,416 57.2 － － 7,193,397 54.6

負債資本合計 12,559,415 100.0 － － 13,184,652 100.0
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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 － － 3,241,696 24.9 － －

２　資本剰余金    

(1）資本準備金 －  810,424  －  

(2）その他資本剰余金 －  2,244,650  －  

資本剰余金合計 － － 3,055,074 23.5 － －

３　利益剰余金    

(1）その他利益剰余金       

　別途積立金 －  1,072,200  －  

　繰越利益剰余金 －  171,420  －  

利益剰余金合計 － － 1,243,620 9.5 － －

４　自己株式 － － △120,256 △0.9 － －

株主資本合計 － － 7,420,134 57.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価
差額金

－ － 79,129 0.6 － －

２　繰延ヘッジ損益 － － 11,745 0.1 － －

３　土地再評価差額金 － － △448,995 △3.4 － －

評価・換算差額等合計 － － △358,120 △2.7 － －

純資産合計 － － 7,062,013 54.3 － －

負債純資産合計 － － 13,012,584 100.0 － －
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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 ※１ 11,967,766 100.0 8,486,518 100.0 21,019,948 100.0

Ⅱ　売上原価 10,819,530 90.4 7,200,504 84.8 18,485,540 87.9

売上総利益 1,148,236 9.6 1,286,014 15.2 2,534,408 12.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,220,743 10.2 1,279,586 15.1 2,487,794 11.9

営業利益 － － 6,428 0.1 46,614 0.2

営業損失 72,506 △0.6 － － － －

Ⅳ　営業外収益 ※２ 16,901 0.1 7,473 0.1 175,952 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※３ 8,019 0.0 20,586 0.3 62,083 0.3

経常利益 － － － － 160,484 0.8

経常損失 63,624 △0.5 6,685 △0.1 － －

Ⅵ　特別利益 ※４ 459 0.0 0 0.0 208,893 1.0

Ⅶ　特別損失
※５
※６

43,371 0.4 75,626 0.9 97,512 0.5

税引前当期純利益 － － － － 271,865 1.3

税引前中間純損失 106,537 △0.9 82,312 △1.0 － －

法人税、住民税及び
事業税

7,181 7,201 14,362

法人税等調整額 △26,019 △18,838 △0.2 △23,545 △16,344 △0.2 139,030 153,392 0.7

当期純利益 － － － － 118,472 0.6

中間純損失 87,698 △0.7 65,967 △0.8 － －

前期繰越利益 265,872 － 265,875

中間配当額 － － 67,904

土地再評価差額金取
崩額 

△10,438 － △10,438

中間(当期)未処分
利益

167,735 － 306,002
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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

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
3,241,696 810,424 2,242,921 3,053,345 1,072,200 306,002 1,378,202 △154,024 7,519,219

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △68,614 △68,614  △68,614

中間純損失      △65,967 △65,967  △65,967

自己株式の取得        △1,338 △1,338

自己株式の処分   1,729 1,729    35,105 36,835

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）
－ － 1,729 1,729 － △134,581 △134,581 33,767 △99,085

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
3,241,696 810,424 2,244,650 3,055,074 1,072,200 171,420 1,243,620 △120,256 7,420,134

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
123,173 － △448,995 △325,822 7,193,397

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △68,614

中間純損失     △65,967

自己株式の取得     △1,338

自己株式の処分     36,835

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△44,043 11,745 － △32,298 △32,298

中間会計期間中の変動額合

計　　　　 　　　（千円）
△44,043 11,745 － △32,298 △131,383

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 　（千円）
79,129 11,745 △448,995 △358,120 7,062,013
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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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

(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

同　　左 同　　左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算月の平均

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

　中間決算月の平均

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

　期末決算月の平均

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

　個別法（ただし、一部

の商品については移動平

均法）による原価法

(2）たな卸資産

同　　左

(2）たな卸資産

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

　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 15～40年

車両及び運搬具 ５～６年

工具器具及び備品 ４～15年

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェアの

減価償却の方法は次のと

おりであります。

　市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込

販売期間（３年以内）に

おける見込販売数量に基

づく償却額と販売可能な

残存販売期間に基づく均

等配分額を比較し、いず

れか大きい額を計上する

方法によっております。

　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

　　定額法 

　　なお、ソフトウェアの

　減価償却の方法は次のと

　おりであります。 

　　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

定額法 

　　なお、ソフトウェアの

　減価償却の方法は次のと

　おりであります。 

　　市場販売目的のソフト

　ウェアについては、見込

　販売期間（３年以内）に

　おける見込販売数量に基

　づく償却額と販売可能な

　残存販売期間に基づく均

　等配分額を比較し、いず

　れか大きい額を計上する

　方法によっております 

　　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 
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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．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

に基づき、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）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お

よ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。

(2）退職給付引当金

　　　　同　　左

 

 

 

 

 

 

 

(2）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

る退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき

計上しております。

 

 

 

　なお、会計基準変更時

差異(299,775千円)につい

ては、15年による按分額

を費用処理しております。

　なお、会計基準変更時

差異(299,775千円)につい

ては、15年による按分額

を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その

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（８年）によ

る定額法により按分した

額を費用処理しておりま

す。

　過去勤務債務は、その

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（８年）によ

る定額法により按分した

額を費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、

そ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（８年）

による定額法により按分

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。

　数理計算上の差異は、

そ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（８年）

による定額法により按分

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。

 （追加情報）

　当社は、平成17年５月

に退職金規程をポイント

制退職金制度に改正いた

しました。この改正によ

り、退職給付債務が2,355

千円減少（過去勤務債務

の発生）しております。

 

──────

 （追加情報）

　当社は、平成17年５月

に退職金規程をポイント

制退職金制度に改正いた

しました。この改正によ

り、退職給付債務が2,355

千円減少（過去勤務債務

の発生）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）役員退職慰労引当金

　役員の退職に伴い支給

する役員退職慰労金に備

え、内規に基づく中間期

末要支給額の100％相当額

を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同　　左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職に伴い支給

する役員退職慰労金に備

え、内規に基づく期末要

支給額の100％相当額を計

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．ヘッジ会計の方法 　外貨建債権債務ならびに

将来の外貨建取引契約に対

して、為替レートの変動か

ら生じるリスクをヘッジす

る目的で、為替予約を利用

しております。この取引に

ついては、金融商品に係る

会計基準におけるヘッジ会

計を適用しております。

　なお、為替予約について

は振当処理を適用しており

ますが、同一通貨建による

同一期日の為替予約に限定

しており、その後の為替相

場の変動による相関関係が

確保されているため有効性

の評価を省略しております。

同　　左 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

　消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

　消費税等の会計処理方法

同　　左

　消費税等の会計処理方法

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

係る意見書」（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。

　この結果、従来の方法によった

場合と比較し、減損損失14,759千

円を特別損失に計上したことによ

り、税引前中間純損失は同額増加

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。

────── （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係る

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。

　この結果、従来の方法によった

場合と比較し、減損損失14,759千

円を特別損失に計上したことによ

り、税引前当期純利益は同額減少

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。

────── （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7,050,268千円であり

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。

──────

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）

（中間貸借対照表）

 ──────

（中間貸借対照表）

　「未収入金」は、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が、当中間会計期間に

おいて資産の総額の５/100を超えたため区分掲記しており

ます。

　なお、前中間会計期間の「未収入金」の金額は40,589千

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

1,244,690千円 1,253,455千円 1,236,560千円

２.保証債務

　リケイ・コーポレーション（シ

ンガポール）Pte.Ltd.の仕入債務

に対する保証

２.保証債務

　リケイ・コーポレーション（シ

ンガポール）Pte.Ltd.の仕入債務

に対する保証

──────

         11,325千円

（100千米ドル）

               7,868千円

 

        

 

※３.消費税の取扱い

　仮払消費税等および仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※３.消費税の取扱い

　仮払消費税等および仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

──────

──────  ※４.中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理

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 17,131千円
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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.売上高に関して

　当社は、特定の得意先および商

品については、その商品をリース

会社に販売した後、リース会社よ

り賃借し、得意先へ賃貸しており

ます。契約形態および資金の決済

等が異なることから、これらの取

引については二つの異なる取引と

考え、それぞれについて売上高の

計上を行っております。取引に係

る売上高はそれぞれ次のとおりで

あります。

※１.売上高に関して

同　　左

※１.売上高に関して

同　　左

リース会社への

売上高
91,229千円

賃貸料収入 355,221千円

リース会社への

売上高
169,432千円

賃貸料収入 303,276千円

リース会社への

売上高
397,523千円

賃貸料収入 697,373千円

※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

受取配当金 11,214千円

受取利息 1,963千円

受取配当金 2,551千円

受取利息 2,902千円

受取配当金 163,765千円

受取利息 4,341千円

※３.営業外費用の主要項目 ※３.営業外費用の主要項目 ※３.営業外費用の主要項目

支払利息 4,840千円

保険積立金契約

変更損
2,570千円

支払利息 14,364千円

保険積立金契約

変更損
2,284千円

支払利息 16,273千円

保険積立金契約

変更損
43,178千円

※４.特別利益の主要項目 ※４.　　 　───── ※４.特別利益の主要項目

車両運搬具売却

益
459千円

投資有価証券売

却益
205,064千円

※５.特別損失の主要項目 ※５.特別損失の主要項目 ※５.特別損失の主要項目

投資有価証券評価

損
27,950千円

減損損失 14,759千円

和解解決金 74,824千円

固定資産除却損 802千円

関係会社株式評価

損
53,161千円

投資有価証券評価

損
27,950千円

減損損失 14,759千円
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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）

※６.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

損損失を計上しております。

（減損損失を認識した資産の概要）

場所 用途 種類

 群馬県　　

 長野原町
遊休資産 土地

 長野県

 軽井沢町
遊休資産 土地

（グルーピングの方法）

　当社グループは原則として管理

会計上の区分を基準にグルーピン

グを行い、賃貸資産および遊休資

産については各物件単位でグルー

ピングしております。

（減損損失を認識するに至った経緯）

　遊休資産の土地の価額が下落し

ていることにより、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（14,759千円）とし

て特別損失に計上しております。

（減損損失の金額）

土地 14,759千円

（回収可能価額の算定方法）

　回収可能価額は正味売却価額よ

り測定しており、不動産鑑定評価

基準に基づいた不動産鑑定士から

の評価額を基準としております。

※６.　　 　───── ※６.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

失を計上しております。

（減損損失を認識した資産の概要）

場所 用途 種類

 群馬県　　

 長野原町
遊休資産 土地

 長野県

 軽井沢町
遊休資産 土地

（グルーピングの方法）

　当社グループは原則として管理

会計上の区分を基準にグルーピン

グを行い、賃貸資産および遊休資

産については各物件単位でグルー

ピングしております。

（減損損失を認識するに至った経緯）

　遊休資産の土地の価額が下落し

ていることにより、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（14,759千円）とし

て特別損失に計上しております。

（減損損失の金額）

土地 14,759千円

（回収可能価額の算定方法）

　回収可能価額は正味売却価額よ

り測定しており、不動産鑑定評価

基準に基づいた不動産鑑定士から

の評価額を基準としております。

７.減価償却実施額 ７.減価償却実施額 ７.減価償却実施額

有形固定資産 32,329千円

無形固定資産 22,099千円

計 54,429千円

有形固定資産 28,963千円

無形固定資産 19,063千円

計 48,027千円

有形固定資産 65,337千円

無形固定資産 43,573千円

計 108,910千円

（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） 531 3 121 414

 　　　　合計 531 3 121 414

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少121千株は、ストック

オプション行使によるものであります。

①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは

ありません。

－ 44 －



７．部門別売上高

部門

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）

売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

システムソリューション
7,643,986

(－)

63.9

(－)

4,523,555

(－)

53.3

(－)

14,374,460

(44,524)

68.4

(0.3)

ネットワークソリューション
573,757

(408)

4.8

(0.1)

626,667

(△20)

7.4

(△0.0)

1,485,346

(1,011)

7.1

(0.1)

電子部品及び機器
3,750,023

(2,737,666)

31.3

(73.0)

3,336,295

(1,405,038)

39.3

(42.1)

5,160,140

(3,323,442)

24.5

(64.4)

合計
11,967,766

(2,738,075)

100.0

(22.9)

8,486,518

(1,405,017)

100.0

(16.6)

21,019,948

(3,368,979)

100.0

(16.0)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．（　）内は輸出売上高およびその割合であります。 

８．部門別受注高

部門

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度末

（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）
(平成18年３月31日)

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注残高

（千円）

システムソリューション
9,782,808

(－)

6,205,049

(－)

654,683

(－)

2,761,483

(－)

6,630,355

(－)

ネットワークソリューション
1,147,716

(184)

875,365

(－)

806,805

(△20)

410,619

(－)

230,481

(－)

電子部品及び機器
3,448,582

(2,617,924)

1,028,603

(355,782)

3,039,484

(1,538,919)

1,533,123

(397,019)

1,829,934

(263,138)

合計
14,379,107

(2,618,108)

8,109,017

(355,782)

4,500,973

(1,538,899)

4,705,226

(397,019)

8,690,771

(263,138)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）内は輸出受注高および受注残高であります。

３．システムソリューションにおいて、当中間会計期間において一部案件につき顧客との最終契約に至らず、取

引が未成立となりました。当中間会計期間の受注高及び受注残高より減額しております。
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