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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 （百万円未満切り捨て）

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 9,748 (  28.7) 236 (―) 245 (―)

17年９月中間期 7,576 (△20.4) △4 (―) △26 (―)

18年３月期 16,463 228 211

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 159 (―) 31 50

17年９月中間期 △58 (―) △12 12

18年３月期 115 23 26

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,071,200株 17年９月中間期 4,832,656株 18年３月期 4,951,836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 （百万円未満切り捨て）

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 11,225 2,066 18.4 407 46

17年９月中間期 9,313 1,741 18.7 343 36

18年３月期 10,435 1,978 19.0 390 13

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,071,200株 17年９月中間期 5,072,000株 18年３月期 5,071,200株

②期末自己株式数 18年９月中間期 800株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 800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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 19,200 380 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　43円38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 0.00 7.50 7.50

19年３月期（実績） 0.00 ―
10.00

19年３月期（予想） ― 10.00

※　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、業況の変化により、上記予想値と異なる場合があります。
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７．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 ※２ 2,604,940   3,077,804   2,812,825   

２　受取手形 ※６ 450,275   636,538   413,822   

３　売掛金 3,436,137   4,656,550   4,501,980   

４　たな卸資産 484,948   645,335   507,619   

５　その他 122,708   83,194   136,721   

貸倒引当金 △1,500   △1,600   △1,500   

流動資産合計  7,097,509 76.2  9,097,822 81.0  8,371,469 80.2

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1）建物 ※1,2 431,315   372,922   389,755   

(2）土地 ※２ 827,256   667,300   669,120   

(3）その他 ※１ 19,210   21,306   23,773   

有形固定資産計 1,277,782   1,061,529   1,082,649   

２　無形固定資産 19,363   17,619   18,229   

３　投資その他の資産 ※２ 921,326   1,050,541   968,750   

貸倒引当金 △2,342   △1,972   △5,236   

投資その他の資産計 918,983   1,048,569   963,514   

固定資産合計  2,216,129 23.8  2,127,718 19.0  2,064,393 19.8

資産合計  9,313,639 100.0  11,225,541 100.0  10,435,862 100.0
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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 ※2,6 3,294,049   4,831,843   3,683,183   

２　買掛金 ※２ 1,617,549   2,208,876   2,122,344   

３　短期借入金 ※２ 70,000   32,000   20,000   

４　一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 563,476   409,380   608,672   

５　一年以内償還予定の
社債

300,000   200,000   300,000   

６　未払法人税等 5,400   105,588   77,000   

７　賞与引当金 51,000   58,000   55,000   

８　その他 ※５ 101,290   93,354   95,402   

流動負債合計  6,002,765 64.5  7,939,042 70.7  6,961,601 66.7

Ⅱ　固定負債          

１　社債 520,000   320,000   420,000   

２　長期借入金 ※２ 739,870   587,890   766,538   

３　退職給付引当金 198,590   198,632   201,703   

４　役員退職慰労引当金 87,016   100,913   92,992   

５　その他 23,867   12,765   14,588   

固定負債合計  1,569,343 16.8  1,220,200 10.9  1,495,822 14.3

負債合計  7,572,109 81.3  9,159,243 81.6  8,457,424 81.0

         

（資本の部）          

Ⅰ　資本金  389,928 4.2  ― ―  389,928 3.8

Ⅱ　資本剰余金          

１　資本準備金 322,078   ―   322,078   

資本剰余金合計  322,078 3.5  ― ―  322,078 3.1

Ⅲ　利益剰余金          

１　利益準備金 24,538   ―   24,538   

２　任意積立金 670,000   ―   670,000   

３　中間（当期）未処分
利益

209,637   ―   383,389   

利益剰余金合計  904,175 9.7  ― ―  1,077,927 10.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

 125,347 1.3  ― ―  188,863 1.8

Ⅴ　自己株式  ― ―  ― ―  △358 △0.0

資本合計  1,741,529 18.7  ― ―  1,978,438 19.0

負債資本合計  9,313,639 100.0  ― ―  10,435,862 100.0
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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  ― ―  389,928 3.5  ― ―

２　資本剰余金          

(1）資本準備金 ―   322,078   ―   

資本剰余金合計  ― ―  322,078 2.8  ― ―

３　利益剰余金          

(1）利益準備金 ―   24,538   ―   

(2）その他利益剰余金          

別途積立金 ―   670,000   ―   

繰越利益剰余金 ―   505,099   ―   

利益剰余金合計  ― ―  1,199,638 10.7  ― ―

４　自己株式  ― ―  △358 △0.0  ― ―

株主資本合計  ― ―  1,911,285 17.0  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価
差額金

 ― ―  155,012 1.4  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ―  155,012 1.4  ― ―

純資産合計  ― ―  2,066,297 18.4  ― ―

負債純資産合計  ― ―  11,225,541 100.0  ― ―
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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  7,576,125 100.0  9,748,887 100.0  16,463,137 100.0

Ⅱ　売上原価  6,858,820 90.5  8,783,223 90.1  14,808,047 89.9

売上総利益  717,304 9.5  965,664 9.9  1,655,089 10.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  721,467 9.5  729,139 7.5  1,426,356 8.7

営業利益又は営業損
失（△）

 △4,163 △0.0  236,525 2.4  228,732 1.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  49,697 0.6  45,513 0.5  93,883 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  71,691 0.9  36,897 0.4  111,108 0.7

経常利益又は経常損
失（△）

 △26,157 △0.3  245,141 2.5  211,507 1.3

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  23,218 0.2  60,927 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４  65,749 0.9  ― ―  65,749 0.4

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△）

 △91,907 △1.2  268,360 2.7  206,685 1.3

法人税、住民税及び
事業税

6,436   101,983   79,583   

法人税等調整額 △39,769 △33,332 △0.4 6,632 108,615 1.1 11,923 91,507 0.6

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

 △58,574 △0.8  159,744 1.6  115,177 0.7

前期繰越利益  268,211   ―   268,211  

中間（当期）未処分
利益

 209,637   ―   383,389  
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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
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） 389,928 322,078 322,078 24,538 670,000 383,389 1,077,927 △358 1,789,575

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △38,034 △38,034  △38,034

中間純利益      159,744 159,744  159,744

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）
― ― ― ― ― 121,710 121,710 ― 121,710

平成18年９月30日残高（千円） 389,928 322,078 322,078 24,538 670,000 505,099 1,199,638 △358 1,911,285

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） 188,863 188,863 1,978,438

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △38,034

中間純利益   159,744

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△33,850 △33,850 △33,850

中間会計期間中の変動額合計（千

円）
△33,850 △33,850 87,859

平成18年９月30日残高（千円） 155,012 155,012 2,066,297

 （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

①　子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等

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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等

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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算末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）デリバティブ取引

時価法

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産

商品・原材料・仕掛品・貯蔵

品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・仕掛品・貯蔵

品

同左

(3）たな卸資産

商品・原材料・仕掛品・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

　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）は定額法

(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

　ただし、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

(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

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当期負担額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備

えるため、当期末における退職

給付債務（自己都合退職による

期末要支給額）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。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備

えるため、当期末における退職

給付債務（自己都合退職による

期末要支給額）の見込額に基づ

き計上しております。
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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）

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、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

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので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

借入金の利息

(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

　当社は、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毎に

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

　金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため有効性の

判定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

　税抜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）

（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」

（「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当中間会計期間から適用してお

ります。

　これにより税引前中間純損失が

65,749千円増加しております。

　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

当該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）

　「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当事業年度から適用しておりま

す。

　これにより税引前当期純利益が

65,749千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当該

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2,066,297千円であります。

　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

1,011,674千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

971,273千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

975,534千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

預金 247,889千円

建物 377,161千円

土地 757,858千円

投資有価証券 362,895千円

計 1,745,805千円

預金 277,922千円

建物 330,586千円

土地 667,300千円

投資有価証券 388,982千円

計 1,664,790千円

預金 277,901千円

建物 344,413千円

土地 669,120千円

投資有価証券 438,151千円

計 1,729,586千円

(2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務

支払手形 1,264,013千円

買掛金 373,051千円

短期借入金 20,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
532,896千円

長期借入金 698,250千円

計 2,888,211千円

支払手形 2,582,614千円

買掛金 589,738千円

短期借入金 32,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
409,380千円

長期借入金 587,890千円

計 4,201,622千円

支払手形 1,532,662千円

買掛金 572,176千円

短期借入金 20,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金
575,312千円

長期借入金 744,378千円

計 3,444,528千円

３　偶発債務

　子会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

３　偶発債務

　子会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

３　偶発債務

　子会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

内外エレクトロニクス㈱

489,023千円

内外エレクトロニクス㈱

1,070,613千円

内外テクノシステムズ㈱

50,000千円

内外エレクトロニクス㈱

1,083,522千円

４　受取手形裏書譲渡高

80,815千円

４　受取手形裏書譲渡高

66,976千円

４　受取手形裏書譲渡高

87,681千円

※５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債「その他」に含めて表示し

ております。

※５　消費税等の取扱い

同左

　　　　　　　 ――――――

　　　　　　　 ―――――― ※６　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 48,135千円

支払手形 533,093千円
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 917千円

受取配当金 10,126千円

賃貸収入 28,877千円

受取利息 1,027千円

受取配当金 9,450千円

賃貸収入 23,284千円

受取利息 1,839千円

受取配当金 11,100千円

賃貸収入 56,422千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 28,542千円

社債利息 4,040千円

賃貸原価 8,591千円

新株発行費 10,164千円

公開関係費用 19,651千円

支払利息 23,052千円

社債利息 3,323千円

賃貸原価 8,471千円

支払利息 53,252千円

社債利息 7,660千円

賃貸原価 17,119千円

新株発行費 10,164千円

公開関係費用 19,651千円

　　　　　   ――――――― ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 23,218千円 固定資産売却益 12,951千円

投資有価証券売却益 47,976千円

※４　特別損失の主要項目

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。

　　　　　　　───────

 

※４　特別損失の主要項目

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。

場所 用途 種類
金額

（千円）

東京都
世田谷
区

遊休
建物、土地、
その他

25,823

東京都
板橋区

遊休
建物、土地、
その他

11,202

神奈川
県川崎
市

賃貸倉
庫

建物、土地 13,457

静岡県
田方郡

遊休 建物、土地 15,266

 
場所 用途 種類

金額
（千円）

東京都
世田谷
区

遊休
建物、土地、
その他

25,823

東京都
板橋区

遊休
建物、土地、
その他

11,202

神奈川
県川崎
市

賃貸倉
庫

建物、土地 13,457

静岡県
田方郡

遊休 建物、土地 15,266

　当社は、原則として事業部門別を基本と

し、販売部門においては営業所を単位に、

受託製造部門においては事業所を単位とし、

遊休資産等の非事業用資産については個々

の物件単位でグルーピングをしております。

　上記各資産グループについては、帳簿価

額に比し時価が著しく下落しているため、

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（65,749千円）として特

別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、建物16,163千円、土

地48,719千円、その他867千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額

は、正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価等により評価しております。

 　当社は、原則として事業部門別を基本と

し、販売部門においては営業所を単位に、

受託製造部門においては事業所を単位とし、

遊休資産等の非事業用資産については個々

の物件単位でグルーピングをしております。

　上記各資産グループについては、帳簿価

額に比し時価が著しく下落しているため、

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（65,749千円）として特

別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、建物16,163千円、土

地48,719千円、その他867千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額

は、正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価等により評価しております。

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 17,368千円

無形固定資産 1,301千円

有形固定資産 15,696千円

無形固定資産 897千円

有形固定資産 35,388千円

無形固定資産 2,435千円
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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

株式の種類
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 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより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、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社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）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（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）

────── １．本社移転

平成18年10月13日開催の取締役会に

おいて、本社（現所在地：東京都世田

谷区等々力六丁目10番11号）を移転す

ることを決議し、定期賃貸借契約を締

結いたしました。

 

(1) 移転の理由 

 本社老朽化等によるためであります。

 

────── 

 (2) 移転の内容

所在地　：東京都世田谷区三軒茶屋

二丁目11番22号 サンタ

ワーズセンタービル７階

Ｂ号室

 移転時期：平成18年12月中旬予定

契約相手先：三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社

 契約締結日：平成18年10月13日

損益に与える影響額：一般管理費及

び特別損失と合わせて

9,000千円の計上を見込

んでおります。

 

 

 ２．固定資産の譲渡

平成18年11月７日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり固定資産の譲渡

を決議いたしました。

 

 

 (1) 譲渡の理由

下記(2)譲渡資産の内容に記載の譲渡

資産①は、将来的に有効活用が見込め

ないこと、同(2)の譲渡資産②は、今後

本業との直接的なシナジー効果が見込

めないことから、経営の合理化及び財

務体質の一層の強化を図るためであり

ます。 
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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）

────── (2)譲渡資産の内容 

 譲渡資産①（現当社の本社として使

用）

所在地　：東京都世田谷区等々力六

丁目10番11号 

土地　　：186.73㎡

建物　　：316.40㎡

譲渡先　：株式会社クラシス

譲渡価額：146,000千円 

契約締結日：平成18年11月９日

引渡予定日：平成19年１月31日

損益への影響額：特別利益として

115,000千円の固定資産

売却益の計上を見込んで

おります。

──────

  譲渡資産②（共同住宅及び駐車場）

所在地　：宮城県仙台市太白区富沢

一丁目９番１号 

土地　　：1,245.48㎡

建物　　：1,903.83㎡

譲渡先　：山田興産株式会社

譲渡価額：200,000千円 

契約締結日：平成18年11月９日

引渡予定日：平成18年12月１日

損益への影響額：特別損失として

170,000千円の固定資産

売却損の計上を見込んで

おります。
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