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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は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 14,570 (   7.1) 1,071 ( △5.7) 1,225 (△31.8)

17年９月中間期 13,608 (   3.8) 1,135 (   2.4) 1,795 (  12.7)

18年３月期 27,813 (   4.1) 2,290 (   1.8) 3,265 (  10.9)

 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 788 (△34.7) 63 18

17年９月中間期 1,207 (   8.3) 96 73

18年３月期 2,156 (  35.3) 168 71

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 12,479,239株 17年９月中間期 12,478,763株 18年３月期 12,479,129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 33,275 20,489 61.6 1,641 89

17年９月中間期 32,190 18,839 58.5 1,509 69

18年３月期 33,442 19,951 59.7 1,594 65

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 12,479,115株 17年９月中間期 12,479,044株 18年３月期 12,479,364株

②期末自己株式数 18年９月中間期 27,055株 17年９月中間期 27,126株 18年３月期 26,806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 29,200  2,800  1,650  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 132 円 22 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 13.00 13.00 26.00

19年３月期(実績) 13.00 －
26.00

19年３月期(予想) － 13.00

※　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中間決算短信（連結）の８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（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 1,988 845 1,967

２　受取手形 ※１ 3,349 3,802 3,492

３　売掛金 6,079 7,066 6,494

４　たな卸資産 2,559 2,482 2,574

５　繰延税金資産 257 253 265

６　その他 770 189 292

貸倒引当金 △37 △28 △38

流動資産合計 14,967 46.5 14,611 43.9 15,049 45.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※２

１　建物 ※３ 3,552 3,318 3,428

２　機械及び装置 ※３ 1,395 1,397 1,409

３　土地 ※３ 3,291 3,552 3,291

４　建設仮勘定 206 46 98

５　その他 ※３ 518 8,965 27.8 562 8,877 26.7 576 8,805 26.3

(2）無形固定資産 16 0.1 100 0.3 112 0.4

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 1,603 2,427 2,481

２　関係会社株式 1,634 1,634 1,634

３　関係会社出資金 － 1,777 －

４　関係会社長期貸付
金

3,791 3,746 3,769

５　繰延税金資産 313 142 99

６　その他 1,583 643 2,175

貸倒引当金 △686 8,240 25.6 △685 9,685 29.1 △684 9,475 28.3

固定資産合計 17,222 53.5 18,663 56.1 18,393 55.0

資産合計 32,190 100.0 33,275 100.0 33,442 100.0
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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　支払手形 ※１ 1,196 1,508 1,183

２　買掛金 4,735 5,581 5,443

３　短期借入金 ※3.5 761 3,091 －

４　一年以内返済予定の
長期借入金

※３ 1,040 140 1,140

５　一年以内償還予定の
社債

3,000 － 3,000

６　未払法人税等 580 463 590

７　未払消費税等 11 44 12

８　賞与引当金 435 438 455

９　役員賞与引当金 － 25 －

10　その他 430 532 655

　　流動負債合計 12,192 37.9 11,825 35.5 12,482 37.3

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※３ 150 10 30

２　退職給付引当金 622 529 575

３　役員退職慰労引当金 386 420 403

固定負債合計 1,158 3.6 960 2.9 1,008 3.0

負債合計 13,350 41.5 12,785 38.4 13,491 40.3

－ 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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,060 6.4 －  2,060 6.2

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 2,052 － 2,052

２　その他資本剰余金 6 － 6

資本剰余金合計 2,059 6.4 －  2,059 6.2

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 137 － 137

２　任意積立金 12,650 － 12,650

３　中間（当期）未処分
利益

1,526 － 2,313

利益剰余金合計 14,314 44.4 －  15,101 45.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

451 1.4 －  775 2.3

Ⅴ　自己株式 △46 △0.1 －  △46 △0.1

資本合計 18,839 58.5 －  19,951 59.7

負債資本合計 32,190 100.0 －  33,442 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 2,060 6.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 2,052 －

(2）その他資本剰余金  － 6 －

資本剰余金合計  － － 2,059 6.2 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 137 －

(2）その他利益剰余金  

研究開発積立金  － 5,590 －

固定資産圧縮積立
金

 － 40 －

別途積立金  － 8,770 －

繰越利益剰余金  － 1,138 －

利益剰余金合計  － － 15,677 47.1 － －

４　自己株式  － － △46 △0.1 － －

株主資本合計  － － 19,750 59.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

その他有価証券評価
差額金

 － － 739 2.2 － －

評価・換算差額等合計  － － 739 2.2 － －

純資産合計  － － 20,489 61.6 － －

負債純資産合計  － － 33,275 100.0 － －

－ 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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,608 100.0 14,570 100.0 27,813 100.0

Ⅱ　売上原価 10,433 76.7 11,363 78.0 21,337 76.7

売上総利益 3,175 23.3 3,207 22.0 6,475 23.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,039 15.0 2,136 14.6 4,185 15.1

営業利益 1,135 8.3 1,071 7.4 2,290 8.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 700 5.2 190 1.3 1,064 3.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 40 0.3 36 0.2 88 0.3

経常利益 1,795 13.2 1,225 8.4 3,265 11.7

Ⅵ　特別利益 14 0.1 19 0.1 13 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３ 11 0.1 3 0.0 41 0.2

税引前中間（当期）
純利益

1,798 13.2 1,241 8.5 3,237 11.6

法人税、住民税及び
事業税

570 458 1,076

法人税等調整額 21 591 4.3 △5 452 3.1 5 1,081 3.9

中間（当期）純利益 1,207 8.9 788 5.4 2,156 7.7

前期繰越利益 319 － 319

中間配当額 － － 162

中間（当期）未処分
利益

1,526 － 2,313
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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

研究開発
積立金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,060 2,052 6 2,059 137 4,770 40 7,840 2,313 15,101 △46 19,175

中間会計期間中の変動額

研究開発費積立金の積立て

（注）
     820   △820 －  －

別途積立金の積立て（注）        930 △930 －  －

剰余金の配当（注）         △162 △162  △162

役員賞与（注）         △50 △50  △50

中間純利益         788 788  788

自己株式の取得           △0 △0

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

（百万円）
－ － － － － 820 － 930 △1,174 575 △0 574

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,060 2,052 6 2,059 137 5,590 40 8,770 1,138 15,677 △46 19,750

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

（百万円）
775 775 19,951

中間会計期間中の変動額

研究開発費積立金の積立て

（注）
  －

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △162

役員賞与（注）   △50

中間純利益   788

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△36 △36 △36

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△36 △36 538

平成18年９月30日　残高

（百万円）
739 739 20,489

 （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。

－ 6 －



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

移動平均法による原価法

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）

(1）有価証券　

子会社株式及び関連会社株式

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）

(1）有価証券　

子会社株式及び関連会社株式

同左

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品・製品・半製品・原材料・

仕掛品

総平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(3）たな卸資産

商品・製品・半製品・原材料・

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(3）たな卸資産

商品・製品・半製品・原材料・

仕掛品

同左

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

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、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

９～17年

(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、

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）に基づく定額法を採用し

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。

（3）長期前払費用

同左

（3）長期前払費用

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．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

  役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

  (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。

　この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は、それぞれ25百万円減

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。

　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

（10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

（10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給に充て

るため、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を引当計上してお

ります。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、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
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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)

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。なお、為替予約について振

当処理の要件を満たしている場合

は振当処理を、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たして

いる場合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

為替予約及び金利スワップ

　なお、中間期末日現在、為替予約

については行っておりません。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション及び

金利スワップ

　なお、中間期末日現在、為替予約

及び通貨オプションは行っておりま

せん。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション及び

金利スワップ

　なお、期末日現在、為替予約及び

通貨オプションは行っておりません。

ヘッジ対象

原材料等輸入による外貨建買入

債務、外貨建予定取引及び借入

金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社の社内規程に基づき、為替

変動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

(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

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略

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

  消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理方法は税抜方式を採用しており

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20,489百万円であります。

　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。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（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）

　「関係会社出資金」は、前中間会計期間まで投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、資産

総額の100分の５を超えたため、区分掲記いたしました。

　なお、前中間会計期間における「関係会社出資金」の金

額は980百万円であります。 
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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．　　　 ―――――――― ※１．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、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h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 287百万円

 支払手形 154百万円

 ※１．　　　 ――――――――

 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 11,900百万円

 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 12,674百万円

 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 12,306百万円

※３．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※３．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※３．担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

　担保資産

建物 1,037百万円 (  1,037百万円)

機械及び装置 131 (    131    　)

土地 76 (     76      )

その他 12 (     12      )

合計 1,257 (  1,257      )

　担保付債務

短期借入金 761百万円 ( 　 761百万円)

一年以内返済

予定の長期借

入金

1,040 (  1,040      )

長期借入金 50 (     50      )

合計 1,851 (  1,851      )

　担保資産

建物 975百万円 (    975百万円)

機械及び装置 129 (    129    　)

土地 76 (     76      )

その他 12 (     12      )

合計 1,194 (  1,194      )

　担保付債務

短期借入金 3,091百万円 (  3,091百万円)

一年以内返済

予定の長期借

入金

140 (    140      )

長期借入金 10 (     10      )

合計 3,241 (  3,241      )

　担保資産

建物 1,005百万円 (  1,005百万円)

機械及び装置 130 (　　130　 　 )

土地 76 (     76      )

その他 12 (     12      )

合計 1,224 (  1,224      )

　担保付債務

一年以内返済

予定の長期借

入金

1,040百万円 (  1,040百万円)

長期借入金 30 (     30      )

合計 1,070 (  1,070      )

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。

　ただし、当該債務のうち根抵当権設定極

度額は1,805百万円であります。

　ただし、当該債務のうち根抵当権設定極

度額は1,805百万円であります。

　４．偶発債務 　４．偶発債務 　４．偶発債務

　下記会社等の金融機関よりの借入金に

ついて保証を行っております。

　下記会社等の金融機関よりの借入金に

ついて保証を行っております。

　下記会社等の金融機関よりの借入金に

ついて保証を行っております。

(1）債務保証 (1）債務保証 (1）債務保証

 　　 ① 関係会社

富士化成工業株式会社 445百万円

　　　② 取引先等

島　勝夫 5百万円

田中産業株式会社 3

その他２社 1

計 11

 　　 ① 関係会社

富士化成工業株式会社 347百万円

　　　② 取引先等

島　勝夫 4百万円

その他２社 0

計 5

 　　 ① 関係会社

富士化成工業株式会社 421百万円

　　　② 取引先等

島　勝夫 4百万円

田中産業式会社 1

その他２社 1

計 7

(2）保証予約 (2）保証予約 (2）保証予約

 　　 ① 関係会社

東華(広州)油墨有限

公司

184

(1,630

百万円

千US$)

　　　② 取引先等

株式会社ウエマツ 12百万円

 　   関係会社

東華(広州)油墨有限

公司

192

(1,630

百万円

千US$)

 　 　関係会社

東華(広州)油墨有限

公司

217

(1,850

百万円

千US$)
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

　※５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　※５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

　※５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額 1,850百万円

借入実行残高 761

差引額 1,088

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

4,850百万円

借入実行残高 3,091

差引額 1,758

当座貸越極度額 1,850百万円

借入実行残高 －

差引額 1,850
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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項目 ※１．営業外収益のうち主要項目 ※１．営業外収益のうち主要項目 

受取利息 26百万円

受取配当金 513

受取賃貸料収入 67

受取利息 28百万円

受取配当金 40

受取賃貸料収入 67

受取利息 50百万円

受取配当金 650

受取賃貸料収入 135

※２．営業外費用のうち主要項目 ※２．営業外費用のうち主要項目 ※２．営業外費用のうち主要項目

支払利息 15百万円

社債利息 15

支払利息 6百万円

社債利息 15

支払利息 31百万円

社債利息 32

※３．特別損失のうち主要項目 ※３．特別損失のうち主要項目 ※３．特別損失のうち主要項目

固定資産除却損 8百万円

貸倒引当金繰入額 3

固定資産除却損 3百万円 固定資産除却損 8百万円

貸倒引当金繰入額 1

 　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 348百万円

無形固定資産 2

有形固定資産 371百万円

無形固定資産 11

有形固定資産 764百万円

無形固定資産 8
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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） 26,806 249 － 27,055

合計 26,806 249 － 27,055

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加249株は、単元未満株式の買取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)

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

（借主側）

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

（借主側）

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

（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

（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

（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

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)

機械装置及び
運搬具

464 150 313

有形固定資産
その他

189 119 70

ソフトウェア 554 336 218

合計 1,208 606 602

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)

機械装置及び
運搬具

623 204 418

有形固定資産
その他

93 62 30

ソフトウェア 401 281 119

合計 1,117 548 568

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)

機械装置及び
運搬具

544 195 348

有形固定資産
その他

155 111 43

ソフトウェア 551 386 165

合計 1,251 694 556

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等 （2）未経過リース料中間期末残高相当額等 （2）未経過リース料期末残高相当額等

　　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 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 217百万円

１年超 411

合計 628

１年内 167百万円

１年超 428

合計 596

１年内 200百万円

１年超 383

合計 583

（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、支払利息相当額

及び減損損失

（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、支払利息相当額

及び減損損失

（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、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 122百万円

減価償却費相当額 112

支払利息相当額 11

支払リース料 127百万円

減価償却費相当額 116

支払利息相当額 11

支払リース料 245百万円

減価償却費相当額 223

支払利息相当額 22

（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

２．         ―――――――― ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1百万円

１年超 1

合計 2

１年内 1百万円

１年超 2

合計 3

（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）

同左

（減損損失について）

同左

（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 1,509.69円

１株当たり中間純利益金

額
96.73円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
96.73円

１株当たり純資産額 1,641.89円

１株当たり中間純利益金

額
63.18円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
63.18円

１株当たり純資産額 1,594.65円

１株当たり当期純利益金

額
168.71円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
168.71円

（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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（百万円） 1,207 788 2,156

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 50

　　（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (50)

　普通株式に係る中間（当期）純利益

　（百万円）
1,207 788 2,105

　期中平均株式数（株） 12,478,763 12,479,239 12,479,129

    

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（百万円） － － －

　普通株式増加数（株） 624 234 465

　　（うち自己株式譲渡方式のストックオプ

ション）
(624) (234) (465)

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

－ － －
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