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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 百万円未満四捨五入

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 6,977 0.4 265 △46.5 364 △37.3

17年９月中間期 6,949 11.7 495 155.9 581 92.9

18年３月期 13,883 11.3 818 82.9 1,019 66.7

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 206 17.9 18.83

17年９月中間期 175 △1.9 16.20

18年３月期 549 69.6 50.04

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 10,960,935株 17年９月中間期 10,803,643株 18年３月期 10,880,952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 百万円未満四捨五入

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 25,880 22,021 85.1 2,008.03

17年９月中間期 25,152 21,637 86.0 1,982.33

18年３月期 25,720 21,968 85.4 2,004.58

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,966,660株 17年９月中間期 10,914,860株 18年３月期 10,956,360株

②期末自己株式数 18年９月中間期 105,340株 17年９月中間期 135,140株 18年３月期 115,640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） 百万円未満四捨五入

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 14,500 1,000 600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 54円71銭

３．配当状況

・現金配当  一株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 9.0 12.0 21.0

19年３月期（実績） 12.0 －  
24.019年３月期（予想） － 12.0

 

※上記業績見通しは、現時点における事業環境及び情報に基づくものであり、リスクや不確実要素を含んでいます。従

いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠して投資判断をなさることは控えるようお願い申し上げます。実

際の業績は、今後の経済情勢，市場環境変化など様々な要因によって、これら業績予想と大きく異なる結果となり得

ることをご承知おき願います。
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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  3,852,208   3,334,413   4,688,263   

２．受取手形  ※５ 802,462   785,921   626,185   

３．売掛金  3,677,346   4,079,928   3,530,360   

４．たな卸資産  1,608,166   1,882,257   1,693,831   

５．その他  1,308,445   1,122,176   1,138,989   

貸倒引当金  △4,840   △5,160   △4,250   

流動資産合計   11,243,787 44.7  11,199,535 43.3  11,673,377 45.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１ 6,195,010   6,831,353   6,435,663   

１．建物 ※２ 1,736,621   1,690,847   1,718,618   

２．機械及び装置  1,533,530   1,805,258   1,582,598   

３．土地 ※２ 2,245,055   2,430,942   2,402,206   

４．その他 ※２ 679,804   904,306   732,241   

(2）無形固定資産  76,837   51,838   68,232   

(3）投資その他の資産  7,636,727   7,797,351   7,542,324   

１．投資有価証券  6,395,772   6,540,453   6,343,784   

２．長期貸付金  60,000   60,000   60,000   

３．その他 ※１ 1,184,761   1,200,704   1,142,346   

貸倒引当金  △3,805   △3,805   △3,805   

固定資産合計   13,908,575 55.3  14,680,543 56.7  14,046,219 54.6

資産合計   25,152,361 100.0  25,880,078 100.0  25,719,596 100.0
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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  475,374   559,513   532,620   

２．買掛金  942,775   1,063,998   1,051,887   

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 147,484   147,484   147,484   

４．１年以内返済予定
社債

 360,000   －   －   

５．賞与引当金  123,363   185,777   202,562   

６．その他  915,013   1,504,109   1,341,068   

流動負債合計   2,964,009 11.8  3,460,882 13.4  3,275,621 12.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 261,191   113,707   187,449   

２．長期未払金  216,780   214,963   215,675   

３．その他  73,524   69,156   72,968   

固定負債合計   551,495 2.2  397,826 1.5  476,092 1.9

負債合計   3,515,504 14.0  3,858,707 14.9  3,751,712 14.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   6,683,450 26.6  － －  6,709,850 26.1

Ⅱ　資本剰余金           

(1）資本準備金  9,718,794   －   9,746,778   

(2）その他資本剰余金  16,093   －   －   

資本剰余金合計   9,734,887 38.7  － －  9,746,778 37.9

Ⅲ　利益剰余金           

(1）利益準備金  1,670,863   －   1,670,863   

(2）任意積立金  3,450,000   －   3,450,000   

(3）中間（当期）未処
分利益

 333,387   －   609,455   

利益剰余金合計   5,454,250 21.7  － －  5,730,318 22.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  42,565 0.2  － －  35,196 0.1

Ⅴ　自己株式申込証拠金   7,958 0.0  － －  － －

Ⅵ　自己株式   △286,252 △1.1  － －  △254,258 △1.0

資本合計   21,636,857 86.0  － －  21,967,884 85.4

負債・資本合計   25,152,361 100.0  － －  25,719,596 100.0

           

－ 3 －



  
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  － － 6,709,850 25.9 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 9,746,778 －

資本剰余金合計  － － 9,746,778 37.7 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 1,670,863 －

(2）その他利益剰余
金

    

特別償却準備金  － 27,561 －

別途積立金  － 3,450,000 －

繰越利益剰余金  － 648,859 －

利益剰余金合計  － － 5,797,282 22.4 － －

４．自己株式  － － △231,713 △0.9 － －

５．自己株式申込証拠
金

 － － 584 0.0 － －

株主資本合計  － － 22,022,781 85.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － △1,411 0.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － △1,411  － －

Ⅲ　新株予約権  － － － － － －

純資産合計  － － 22,021,371 85.1 － －

負債純資産合計  － － 25,880,078 100.0 － －

           

－ 4 －



(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   6,949,061 100.0  6,977,107 100.0  13,882,640 100.0

Ⅱ　売上原価   5,248,163 75.5  5,412,766 77.6  10,460,803 75.4

売上総利益   1,700,898 24.5  1,564,341 22.4  3,421,837 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,205,607 17.3  1,299,265 18.6  2,603,820 18.7

営業利益   495,291 7.1  265,076 3.8  818,017 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  125,188 1.8  138,205 2.0  279,439 2.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  39,641 0.6  38,960 0.6  78,739 0.6

経常利益   580,837 8.4  364,320 5.2  1,018,717 7.3

Ⅵ　特別利益   10,690 0.2  85 0.0  153,887 1.1

Ⅶ　特別損失 ※３  270,430 3.9  8,826 0.1  286,536 2.0

税引前中間（当期）
純利益

  321,098 4.6  355,580 5.1  886,067 6.4

法人税、住民税及び
事業税

 10,597   125,135   168,701   

法人税等調整額  135,467 146,064 2.1 24,035 149,169 2.1 167,907 336,608 2.4

中間（当期）純利益   175,034 2.5  206,410 3.0  549,459 4.0

前期繰越利益   158,353   －   158,353  

自己株式処分差損   －   －   123  

中間配当額   －   －   98,234  

中間（当期）未処分
利益

  333,387   －   609,455  
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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）

（千円） 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
自己株式
申込証拠
金

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
金合計特別償却

準備金
 別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日

　残高
6,709,850 9,746,778 9,746,778 1,670,863 － 3,450,000 609,455 5,730,318 △254,258 － 21,932,688

中間会計期間中の

変動額

特別償却準備金

の繰入れ（注)
    33,891  △33,891 －   －

特別償却準備金

の取崩し（注）
    △6,330  6,330 －   －

剰余金の配当

（注)
      △131,476 △131,476   △131,476

役員賞与（注)       △5,000 △5,000   △5,000

中間純利益       206,410 206,410   206,410

自己株式の取得        － △440  △440

自己株式処分       △2,970 △2,970 22,985  20,015

自己株式申込証

拠金
       －  584 584

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
－ － － － 27,561 － 39,403 66,964 22,546 584 90,093

平成18年9月30日

　残高
6,709,850 9,746,778 9,746,778 1,671,863 27,561 3,450,000 648,859 5,797,282 △231,713 584 22,022,781

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（千円） 

評価・換算差額等

新株予約権 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 35,196 35,196 － 21,967,884

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の繰入れ（注)    －

特別償却準備金の取崩し（注)    －

剰余金の配当（注)    △131,476

役員賞与（注)    △5,000

中間純利益    206,410

自己株式の取得    △440

自己株式の処分    20,015

自己株式申込証拠金    584

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△36,607 △36,607  △36,607

中間会計期間中の変動額合計 △36,607 △36,607 － 53,487

平成18年9月30日　残高 △1,411 △1,411 － 22,021,371

 （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 (イ)子会社株式

移動平均法による原価法

(イ)子会社株式

同左

(イ)子会社株式

同左

 (ロ)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）

(ロ)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）

(ロ)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）たな卸資産 (イ)製品・仕掛品・商品・材料

移動平均法による原価法

(イ)製品・仕掛品・商品・材料

同左

(イ)製品・仕掛品・商品・材料

同左

 (ロ)貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(ロ)貯蔵品

同左

(ロ)貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

   

(1）有形固定資産及び投資

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、主な耐用年数は以

下の通りであります。

建物　　　　　　　　　50年

機械及び装置　　　　　12年

同左 同左

(2）無形固定資産 営業権

　商法の規定する最長期間（５年

間）で均等償却

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

その他

　定額法

同左 同左

３．引当金の計上基準    

(1）貸倒引当金 　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。

同左 同左

(2）賞与引当金 　従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

同左 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）

(3）役員賞与引当金  ───── 　役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため支給見込額に基づき当

中間会計期間に見合う分を計上して

おります。

 (会計方針の変更)

　当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会

計基準第４号）を適用しております。

なお、当中間会計期間においては、

役員賞与の金額を合理的に見積るこ

とが困難であるため費用処理してお

りません。したがって損益に与える

影響はありません。

───── 

(4）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。

　数理計算上の差異は、各事業年度

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（11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、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年７月に適格退職年金制

度の全部について確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用しており

ます。

　本移行に伴う影響額は、特別利益

として10,690千円計上されておりま

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。

　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

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 　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。なお、仮払消費税

等及び仮受消費税等は相殺のうえ、

流動資産のその他に含めて表示して

おります。

同左 　消費税等の会計処理は税抜方式に

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）

（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。これによる損益

に与える影響はありません。

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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

による損益に与える影響はありませ

ん。

 ―――――― （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22,021百万円であります。

 　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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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）

　「建物」は、前中間会計期間末は、有形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間会計期間末の「建物」の金額は928,353千

円であります。

――――――

追加情報

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）

（退職給付関係）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年７月に適格退職年金制度

の全部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利益と

して10,690千円計上されております。

 ――――――  ――――――
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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

 6,565,942千円  6,978,208千円  6,813,197千円

投資固定資産の減価償却累計額 投資固定資産の減価償却累計額 投資固定資産の減価償却累計額

 208,691千円  225,519千円  217,218千円

※２．担保提供資産及び担保付債務

（担保に供している資産）

※２．担保提供資産及び担保付債務

（担保に供している資産）

※２．担保提供資産及び担保付債務

（担保に供している資産）

建物及び構築物 195,579千円

土地 130,000

計 325,579

建物及び構築物 184,464千円

土地 130,000

計 314,464

建物及び構築物 189,816千円

土地 130,000

計 319,806

（上記に対する債務） （上記に対する債務） （上記に対応する債務）

短期借入金 4,684千円

長期借入金 141,791

計 146,475

短期借入金 4,684千円

長期借入金 137,107

計 141,791

短期借入金 4,684千円

長期借入金 139,449

計 144,133

　３．保証債務

　関係会社Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd

の公共料金決済に対して95,347千円

（3,174千マレーシアドル）の保証を行っ

ております。なお、当該外貨建保証債務

は、中間決算日の為替相場により円換算

しております。

　３．　　　　――――――

 

　３．保証債務

　関係会社Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd

の公共料金決済に対して96,946千円

（3,040千マレーシアドル）の保証を行っ

ております。なお、当該外貨建保証債務

は、決算日の為替相場により円換算して

おります。

　４．輸出手形割引高 　４．輸出手形割引高 　４．輸出手形割引高

 2,530千円  5,360千円  5,440千円

※５．　　　　―――――― ※５．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。

※５．　　　　――――――

 受取手形 82,009千円
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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．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

受取賃貸料 53,242千円 受取賃貸料 53,016千円

為替差益 39,920

受取利息 11,406千円

受取賃貸料 106,496

為替差益 69,134

ロイヤリティー収入 24,111

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

投資固定資産賃貸費用 26,170千円 投資固定資産賃貸費用 30,393千円 支払利息 11,338千円

投資固定資産賃貸費用 53,783

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．         ───── ※３．特別損失のうち主要なもの　　　　

役員退職慰労金 261,118千円 役員退職慰労金 261,118千円

固定資産除売却損 25,419

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 345,810千円

無形固定資産 26,186

投資固定資産 8,528

有形固定資産 399,360千円

無形固定資産 18,584

投資固定資産 8,301

有形固定資産 759,773千円

無形固定資産 50,928

投資固定資産 17,055

（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 115 0 10 105

合計 115 0 10 105

 （注）普通株式の自己株式の減少10千株は、新株予約権の行使によるものであります。
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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）

　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

（借主側）

(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

（借主側）

(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

 
機械装置

及び運搬具

取得価額相当額 30,427千円

減価償却累計額相当額 30,005

中間期末残高相当額 423

 
機械装置

及び運搬具

取得価額相当額 30,427千円

減価償却累計額相当額 30,427

期末残高相当額 －

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(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

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 423千円

１年超 －

計 423

 ――――――

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

(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減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,536千円

減価償却費相当額 2,536

支払リース料 2,958千円

減価償却費相当額 2,958

(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

　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。

（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。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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 1,982円33銭

１株当たり中間純利益 16円20銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
16円12銭

１株当たり純資産額 2,008円03銭

１株当たり中間純利益 18円83銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
18円73銭

１株当たり純資産額 2,004円58銭

１株当たり当期純利益 50円04銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
49円75銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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） 175,034 206,410 549,459

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
－ － (5,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
175,034 206,410 544,459

期中平均株式数（千株） 10,803 10,960 10,880

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 53 59 63

（うち自己株式譲渡方式によるス

トックオプション）（千株）
(53） (59） (63）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成12年６月27日定時

株主総会決議による自

己株式譲渡方式のス

トックオプション

普通株式　　50千株

新株予約権の行使時

の払込金額 3,973円

新株予約権の行使期

間

平成13年７月１日か

ら平成17年６月30日

まで

第１回無担保新株引受

権付社債（新株引受権

の残高2,376千円）。

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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