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決算取締役会開催日 平成18年11月13日 配当支払開始日 平成18年12月５日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100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）百万円未満を切り捨てて表示しております。  

 営業収益 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 4,934  226.5 4,416 313.7 4,399  317.0 

17年９月中間期 1,511 △64.1 1,067 △72.1 1,055 △72.2 

18年３月期 4,044  3,152  3,130  

 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 4,378  311.7 110 30

17年９月中間期 1,063 △72.3 29 92

18年３月期 3,134  84 46

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期  39,691,732株 17年９月中間期 35,551,305株 18年３月期  36,595,081株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③営業収益、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 134,099 130,642 97.4 3,291 56

17年９月中間期 112,237 110,722 98.6 3,119 42

18年３月期 122,458 116,868 95.4 3,130 08

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  39,690,056株 17年９月中間期 35,494,421株 18年３月期  37,323,241株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期  585,297株 17年９月中間期 901,427株 18年３月期  1,452,112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）  

 営業収益 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 8,220  7,060  6,150  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  154円 95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 34.00 35.00 69.00

19年３月期（実績） 37.00 　　　　　－
74.00

19年３月期（予想） 　　　　　－ 37.00

※　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を参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表
(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  3,061   5,156   4,756   

２．有価証券  999   －   －   

３．その他  236   1,129   658   

流動資産合計   4,298 3.8  6,285 4.7  5,414 4.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  34 0.0  35 0.0  32 0.0

２．無形固定資産   － －  5 0.0  5 0.0

３．投資その他の資産           

(1) 関係会社株式  107,785   127,053   116,284   

(2) その他  118   719   720   

投資その他の資産合
計

  107,904 96.2  127,773 95.3  117,005 95.6

固定資産合計   107,939 96.2  127,813 95.3  117,043 95.6

資産合計   112,237 100.0  134,099 100.0  122,458 100.0
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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．賞与引当金  19   33   30   

２．その他 ※２ 49   1,944   4,099   

流動負債合計   68 0.1  1,977 1.5  4,129 3.4

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債  1,447   1,479   1,459   

固定負債合計   1,447 1.3  1,479 1.1  1,459 1.2

負債合計   1,515 1.4  3,457 2.6  5,589 4.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,635 3.2  － －  3,872 3.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  101,415   －   109,676   

２．その他資本剰余金  7   －   7   

資本剰余金合計   101,422 90.4  － －  109,683 89.6

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 9,199   －   10,063   

利益剰余金合計   9,199 8.2  － －  10,063 8.2

Ⅳ　自己株式   △3,534 △3.2  － －  △6,751 △5.5

資本合計   110,722 98.6  － －  116,868 95.4

負債資本合計   112,237 100.0  － －  122,458 100.0
         

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,020 3.0  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   7,552   －   

(2) その他資本剰余金  －   108,707   －   

資本剰余金合計   － －  116,260 86.7  － －

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

　　 繰越利益剰余金  －   13,091   －   

利益剰余金合計   － －  13,091 9.7  － －

４．自己株式   － －  △2,730 △2.0  － －

株主資本合計   － －  130,642 97.4  － －

純資産合計   － －  130,642 97.4  － －

負債純資産合計   － －  134,099 100.0  － －
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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　営業収益           

１．受取配当金  1,086   4,364   3,160   

２．経営指導料  424 1,511 100.0 569 4,934 100.0 883 4,044 100.0

Ⅱ　営業費用           

１．一般管理費  444 444 29.4 518 518 10.5 891 891 22.1

営業利益   1,067 70.6  4,416 89.5  3,152 77.9

Ⅲ　営業外収益 ※１  4 0.3  6 0.1  5 0.1

Ⅳ　営業外費用 ※２  16 1.1  23 0.5  26 0.6

経常利益   1,055 69.8  4,399 89.1  3,130 77.4

Ⅴ　特別損失 ※３  － －  0 0.0  － －

税引前中間（当期）
純利益

  1,055 69.8  4,398 89.1  3,130 77.4

法人税、住民税及び
事業税

 0   0   1   

法人税等調整額  △9 △8 △0.6 20 20 0.4 △5 △3 △0.1

中間（当期）純利益   1,063 70.4  4,378 88.7  3,134 77.5

前期繰越利益   8,135   －   8,135  

中間配当額   －   －   1,206  

中間（当期）未処分
利益

  9,199   －   10,063  
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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：百万円)

株主資本

純資産合計
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

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高 3,872 109,676 7 109,683 10,063 10,063 △6,751 116,868 116,868

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)     △1,306 △1,306  △1,306 △1,306

役員賞与(注)     △44 △44  △44 △44

中間純利益     4,378 4,378  4,378 4,378

株式交換による増減 147 6,576  6,576   4,045 10,768 10,768

資本準備金の取崩し  △108,700 108,700       

自己株式の取得       △24 △24 △24

自己株式の処分   0 0   0 1 1

中間会計期間中の変動額合計 147 △102,123 108,700 6,577 3,027 3,027 4,021 13,773 13,773

平成18年９月30日　残高 4,020 7,552 108,707 116,260 13,091 13,091 △2,730 130,642 130,642

（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

有価証券

子会社株式

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

移動平均法による原価法

有価証券

子会社株式

　　　同　左

その他有価証券

時価のないもの

　　同　左

有価証券

子会社株式

　　　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

　有形固定資産

 定率法

　有形固定資産

同　左

　無形固定資産

 定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

　有形固定資産

同　左

３．引当金の計上基準  (1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間

負担相当額を計上しております。

 (1）賞与引当金

同　左

 (1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担相当額

を計上しております。

──────  (2）役員賞与引当金

（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

準委員会　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。

　なお、役員賞与は通期の業績を

基礎として算定しており、当中間

会計期間において合理的に見積も

ることが困難であるため、費用計

上しておりません。

──────

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

　消費税および地方消費税の会計処

理は税抜き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）

────── （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）および「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。 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

130,642百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、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、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
（平成17年９月30日）

当中間会計期間
（平成18年９月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　10百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　15百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　14百万円

※２．消費税等の取扱い

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。

※２．消費税等の取扱い

同　左

─────────── 

（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 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息

還付加算金

0百万円

3

受取利息

還付加算金

 4百万円

1

受取利息

還付加算金

 1百万円

3

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払手数料 16百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払手数料   16百万円

支払利息 6

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払手数料  22百万円

─────────── ※３．特別損失のうち主要なもの

有形固定資産(建物附属

設備)除却損

  0百万円

─────────── 

　４．減価償却実施額

有形固定資産 3百万円

　４．減価償却実施額

有形固定資産  3百万円

無形固定資産 0

　４．減価償却実施額

有形固定資産  6百万円

（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）

自己株式     

普通株式 1,452 3 870 585

合計 1,452 3 870 585

 （注）１.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による増加であります。

２.普通株式の自己株式の株式数の減少870千株のうち主なものは、明祥㈱との株式交換に伴う保有自己株式の割当

交付による減少870千株であります。
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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）

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

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
（器具及び
備品）

10 4 6

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
（器具及び
備品）

10 6 3

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
（器具及び
備品）

10 5 5

(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 2百万円

１年超 3

合計 6

１年内  2百万円

１年超 1

合計 3

１年内  2百万円

１年超 2

合計 5

(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 1百万円

減価償却費相当額 1

支払利息相当額 0

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額 1

支払利息相当額 0

支払リース料  2百万円

減価償却費相当額 2

支払利息相当額 0

(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ない

ため、項目等の記載は省略しております。

（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、当中間会計期間及び前事業年度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 3,119円　42銭      3,291円　56銭      3,130円　08銭

１株当たり中間（当期）純利益 29円　92銭   110円　30銭    84円　46銭

 　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益については、

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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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） 1,063 4,378 3,134

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 44

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (44) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,063 4,378 3,090

期中平均株式数（千株） 35,551 39,691 36,595

（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）

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）

（株式交換による成和産業株式会社の完全子

会社化について）

  当社は、平成17年５月12日に成和産業株式

会社との間で株式交換契約を締結し、平成17

年６月29日開催の当社定時株主総会の承認決

議を経て、平成17年10月１日をもって、当社

の完全子会社とする株式交換を行いました。

　なお、詳細につきましては、「４．中間連

結財務諸表（重要な後発事象）」に記載のと

おりであります。

  　　　 ───────────
（株式交換による明祥株式会社の完全子会社

化について）

  当社は、平成17年12月20日に明祥株式会社

との間で締結した株式交換契約に基づき、平

成18年４月１日をもって、明祥株式会社を当

社の完全子会社とする簡易株式交換を行いま

した。

　なお、詳細につきましては、「４．中間連

結財務諸表（重要な後発事象）」に記載のと

おりであります。
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