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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 33,900 4.7 1,309 △9.1 1,306 △13.0

17年 9月中間期 32,390 31.3 1,440 △45.2 1,501 △43.4

18年 3月期 66,739 2,487 2,496

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 634 △72.5 52 98

17年 9月中間期 2,306 78.2 192 67

18年 3月期 3,079 254 66

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 11,973,648株 17年 9月中間期 11,973,678株 18年 3月期 11,973,663株

②会計処理の方法の変更 有

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 50,138 22,057 44.0 1,842 17

17年 9月中間期 43,042 21,051 48.9 1,758 11

18年 3月期 47,672 21,873 45.9 1,824 25

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 11,973,648株 17年 9月中間期 11,973,648株 18年 3月期 11,973,648株

②期末自己株式数 18年 9月中間期 241,484株 17年 9月中間期 241,484株 18年 3月期 241,484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 72,000 2,706 1,399

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　116円84銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

期末 年間

18年 3月期 35.00 35.00

19年 3月期（予想） 30.00 30.00

 

※　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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,256,464 1,320,021  2,060,117

２．受取手形 ※４ 6,359,043 6,742,241  6,059,421

３．売掛金 8,945,018 13,195,936  11,239,518

４．たな卸資産 9,420,120 11,518,404  11,128,908

５．その他 254,316 277,806  154,994

貸倒引当金 △191,000 △94,000  △92,000

流動資産合計 27,043,964 62.8 32,960,410 65.7 5,916,446 30,550,960 64.1

Ⅱ　固定資産  

(1) 有形固定資産  

１．建物 ※１ 3,821,346 3,622,615  3,731,712

２．機械及び装置 ※１ 1,129,099 941,354  1,026,467

３．土地 7,862,783 9,141,863  9,141,863

４．その他 ※１ 1,066,285 1,311,384  1,062,890

有形固定資産合
計

13,879,515 32.3 15,017,217 30.0  14,962,933 31.4

(2) 無形固定資産 17,707 0.0 40,220 0.1  17,525 0.0

(3) 投資その他の資
産

 

１．投資その他の
資産

2,635,085 2,266,402  2,338,936

貸倒引当金 △534,216 △146,004  △198,351

投資その他の資
産合計

2,100,869 4.9 2,120,398 4.2  2,140,585 4.5

固定資産合計 15,998,091 37.2 17,177,836 34.3 1,179,745 17,121,044 35.9

資産合計  43,042,055 100.0  50,138,247 100.0 7,096,191  47,672,004 100.0

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 6,177,128 10,224,433  8,862,232

２．短期借入金 9,890,761 12,637,235  11,889,074

３．未払法人税等 834,747 663,457  328,839

４．賞与引当金 124,000 120,000  104,000

５．役員賞与引当金 － 15,000  －

６．その他 2,680,197 2,132,330  2,413,184

流動負債合計 19,706,835 45.8 25,792,457 51.4 6,085,622 23,597,331 49.5

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 779,416 878,573  755,217

２．役員退職慰労引
当金

421,180 435,403  429,427

３．その他 1,083,586 974,268  1,016,803

固定負債合計 2,284,182 5.3 2,288,244 4.6 4,062 2,201,448 4.6

負債合計 21,991,018 51.1 28,080,702 56.0 6,089,684 25,798,779 54.1
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 3,948,829 9.2 － － △3,948,829 3,948,829 8.3

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 4,116,979 －  4,116,979

資本剰余金合計 4,116,979 9.6 － － △4,116,979 4,116,979 8.6

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 189,650 －  189,650

２．任意積立金 9,707,252 －  9,707,252

３．中間(当期)未
処分利益

3,104,916 －  3,877,426

利益剰余金合計 13,001,818 30.2 － － △13,001,818 13,774,328 28.9

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

187,519 0.4 － － △187,519 237,196 0.5

Ⅴ　自己株式 △204,108 △0.5 － － 204,108 △204,108 △0.4

資本合計 21,051,037 48.9 － － △21,051,037 21,873,224 45.9

負債資本合計 43,042,055 100.0 － － △43,042,055 47,672,004 100.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 － － 3,948,829 7.9 3,948,829 － －

２．資本剰余金         

(1）資本剰余金 －   4,116,979    －   

資本剰余金合
計

－ － 4,116,979 8.2 4,116,979 － －

３．利益剰余金        

(1）利益剰余金 －   189,650    －   

(2）その他利益
剰余金

          

固定資産圧
縮積立金

－   2,127,908    －   

別途積立金 －   10,000,000    －   

繰越利益剰
余金

－   1,641,726    －   

利益剰余金合
計

－ － 13,959,285 27.8 13,959,285 － －

４．自己株式 － － △204,108 △0.4 △204,108 － －

株主資本合計 － － 21,820,984 43.5 21,820,984 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券
評価差額金

－ － 236,559 0.5 236,559 － －

評価・換算差額等
合計

－ － 236,559 0.5 236,559 － －

純資産合計 － － 22,057,544 44.0 22,057,544 － －

負債純資産合計 － － 50,138,247 100.0 50,138,247 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 32,390,599 100.0 33,900,476 100.0 1,509,877 66,739,295 100.0

Ⅱ　売上原価 28,697,143 88.6 30,124,087 88.9 1,426,943 59,626,040 89.3

売上総利益 3,693,456 11.4 3,776,389 11.1 82,933 7,113,255 10.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

2,252,666 7.0 2,467,109 7.2 214,443 4,625,633 7.0

営業利益 1,440,789 4.4 1,309,279 3.9 △131,510 2,487,622 3.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 110,588 0.3 51,057 0.2 △59,531 99,829 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 49,553 0.1 54,224 0.2 4,671 91,270 0.1

経常利益 1,501,825 4.6 1,306,112 3.9 △195,712 2,496,180 3.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 2,570,236 8.0 15,361 0.0 △2,554,875 2,865,264 4.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 25,572 0.1 108,734 0.3 83,162 25,572 0.0

税引前中間(当
期)純利益

4,046,489 12.5 1,212,739 3.6 △2,833,750 5,335,872 8.0

法人税、住民
税及び事業税

818,320 645,547 △172,773 1,375,458

法人税等調整
額

921,189 1,739,509 5.4 △67,142 578,404 1.7 △988,331 880,924 2,256,382 3.4

中間（当期）
純利益

2,306,979 7.1 634,334 1.9 △1,672,645 3,079,489 4.6

前期繰越利益 797,936 －  797,936

中間（当期）
未処分利益

3,104,916 －  3,877,426
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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

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

　　　　　　  （千円）
3,948,829 4,116,979 4,116,979 189,650 1,007,252 8,700,000 3,877,426 13,774,328 △204,108 21,636,028

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の

積立（注）
    1,258,859  △1,258,859 －  －

固定資産圧縮積立金の

取崩（注）
    △138,203  138,203 －  －

別途積立金の積立

（注）
     1,300,000 △1,300,000 －  －

剰余金の配当（注）       △419,077 △419,077  △419,077

利益処分による取締役

賞与（注）
      △30,300 △30,300  △30,300

中間純利益       634,334 634,334  634,334

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）
－ － － － 1,120,656 1,300,000 △2,235,699 184,956 － 184,956

平成18年９月30日　残高

　　　　　 　 （千円）
3,948,829 4,116,979 4,116,979 189,650 2,127,908 10,000,000 1,641,726 13,959,285 △204,108 21,820,984

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）
237,196 237,196 21,873,224

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の

積立（注）
  －

固定資産圧縮積立金の

取崩（注）
  －

別途積立金の積立

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △419,077

利益処分による取締役

賞与（注）
  △30,300

中間純利益   634,334

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△636 △636 △636

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　   （千円）
△636 △636 184,319

平成18年９月30日　残高

　　　　　　   （千円）
236,559 236,559 22,057,544

　（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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(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)

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

商品、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

(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(ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物(付属設備

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と

おりであります。

　建物　　　　 31年～50年

　機械及び装置 11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

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

につきましては、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

定額法を採用しております。

(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

当中間会計期間末保有の債権の

貸倒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

当期末保有の債権の貸倒による

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。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち当

中間会計期間対応額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち当

期対応額を計上しております。

(3) 　　　──────

 

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に備える

ため、当事業年度における支給見

込額のうち当中間会計期間対応額

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。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ15,000千円減少しております。

(3) 　 　 ──────
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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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指針

(中間報告)」(日本公認会計士協

会・会計制度委員会報告第13号　

平成11年９月14日)に規定されて

いる「小規模企業等における簡便

法」のうち、自己都合中間期末要

支給額を計上しております。

(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。

 （追加情報）

当社は従来、「退職給付会計に

関する実務指針(中間報告)」(日

本公認会計士協会・会計制度委員

会報告第13号　平成11年９月14

日)に規定されている「小規模企

業等における簡便法」のうち、自

己都合中間期末要支給額を計上し

ておりましたが、当中間会計期間

より当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、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する方法に

変更いたしました。　

この変更は、当中間会計期間よ

り従業員の増加等に伴い従業員の

年齢や勤務期間の偏りが解消され、

退職給付債務の数理計算に用いら

れる基礎率の推定について一定の

有効性が確保されたため、原則法

による計算の結果に一定の高い水

準の信頼性が得られるものと判断

されたことによるものであります。

これにより、当中間会計期間の

期首時点における簡便法から原則

法への移行にかかる差異は、「退

職給付費用」として108,734千円

を特別損失に計上しております。

この結果、従来の方法によった

場合と比較して、営業利益及び経

常利益は1,070千円、税引前中間

純利益は109,805千円減少してお

ります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指針

(中間報告)」(日本公認会計士協

会・会計制度委員会報告第13号　

平成11年９月14日)に規定されて

いる「小規模企業等における簡便

法」のうち、自己都合期末要支給

額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

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備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を引当計上しております。

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

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を

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

ヘッジ対象……外貨建金銭

　　　　　　　債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段……同左

　ヘッジ対象……同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段……同左

　ヘッジ対象……同左

(3) ヘッジ方針

　社内規程に基づき、為替変動リ

スクのヘッジを行っております。

(3) ヘッジ方針

　同左

(3) ヘッジ方針

　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）

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段の時

価変動額を比較し有効性を評価し

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

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 税額計算における固定資産圧縮

積立金の取扱い

中間決算における税額計算にお

いて、固定資産圧縮積立金を利益

処分により取り崩したものとみな

しております。

────── ──────

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）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22,057,544千円でありま

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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　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）

────── （工事売上高と工事原価の相殺と表

示）

従来、工事売上高と工事原価には、

事前に当社が加工のために販売した鋼

材等の取引が含まれておりましたが、

当該取引の情報を収集する体制が整備

され、取引の重要性が増してきたこと

から、売上高をより明瞭に表示するた

め、当中間会計期間より、工事売上高

に含まれる当社が販売した鋼材等の金

額を工事売上高と工事原価で相殺処理

をしております。

この結果、従来の方法によった場合

に比較して売上高及び売上原価は

3,315,308千円少なく計上され、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利益

に影響額はありません。 

──────
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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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

8,109,979千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         8,487,359千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         8,397,701千円

　２．受取手形裏書譲渡高

6,877,268千円

　２．受取手形裏書譲渡高

         8,632,449千円

　２．受取手形裏書譲渡高

        6,688,123千円

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５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。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６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。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６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。

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
16,000,000千円

借入実行残高 8,900,000千円

差引額 7,100,000千円

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
 24,300,000千円

借入実行残高 11,650,000千円

差引額 12,650,000千円

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
 17,000,000千円

借入実行残高  10,900,000千円

差引額   6,100,000千円

※４．　　　　────── ※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　　　　　　 　253,956千円

※４．　　　　──────

（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 20,503千円

受取配当金 3,597千円

受取賃貸料 14,083千円

保証債務戻入額 56,000千円

受取利息      21,076千円

受取配当金      4,530千円

受取賃貸料       13,933千円

受取利息       39,102千円

受取配当金      6,679千円

受取賃貸料       28,158千円

※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

支払利息 31,840千円 支払利息       40,005千円 支払利息       59,831千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　　　　────── ※３．特別利益のうち主要なもの

神奈川支店収用に

伴う固定資産売却益

 

 2,570,236千円

補助金収入     102,136千円

固定資産売却益 2,570,321千円

貸倒引当金戻入額 192,806千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 25,572千円 退職給付費用     108,734千円 投資有価証券評価損 25,572千円

　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 289,458千円

無形固定資産 676千円

有形固定資産       250,450千円

無形固定資産    799千円

有形固定資産       587,767千円

無形固定資産      1,387千円
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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

 
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 241 － － 241

 　　　　合計 241 － － 241

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）

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 1,758.11円

１株当たり中間純利益金

額
192.67円

１株当たり純資産額 1,842.17円

１株当たり中間純利益金

額
   52.98円

１株当たり純資産額 1,824.25円

１株当たり当期純利益金

額
254.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間結会計期間
(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） 2,306,979 634,334 3,079,489

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 30,300

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (30,300)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
2,306,979 634,334 3,049,189

期中平均株式数（千株） 11,973 11,973 11,973
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