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問合せ先責任者 役職名 取締役経営管理本部長 氏名 大野 真哉   ＴＥＬ (03) 3556 － 8159 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日         配当支払開始日   平成 －年 －月 －日   
単元株制度採用の有無            有 (１単元  100 株)  
 
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 
17 年 9 月中間期 

8,088   △3.0 
8,341   △3.3 

676    △21.3 
860      51.0 

689    △20.8 
870      50.8 

18 年 3 月期 16,527          1,868        1,886           
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

415    △19.9  
518      61.6  

24  94  
31  15  

18 年 3 月期 1,117             67    09  

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 16,659,228 株 17 年 9 月中間期 16,656,425 株 18 年 3 月期 16,656,969 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 
17 年 9 月中間期 

39,900    
39,679    

35,886  
35,239  

89.9   
88.8   

2,154  16 
2,115  66 

18 年 3 月期 41,453     36,207    87.3     2,173   55 
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 16,659,380 株 17 年 9 月中間期 16,656,630 株 18 年 3 月期 16,658,430 株 
   ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期  648,370 株 17 年 9 月中間期   651,120 株 18 年 3 月期   649,320 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 17,400 1,690 980 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  58 円 83 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 ―― 20 円 00 銭 20 円 00 銭

19年3月期(実績) ―― ―― 

 

19年 3月期(予想) ―― 20 円 00 銭 20 円 00 銭

 

0 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 

  



個別財務諸表等 

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（百万円） 構成比

(％) 金額（百万円） 構成比
(％)

増減 
（百万円） 金額（百万円） 構成比

(％)

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金  10,572  8,062  9,474 

２．受取手形 ※３ 338  239  238 

３．売掛金  3,766  4,201  4,070 

４．有価証券  1,009  1,010  1,009 

５．たな卸資産  2,489  2,553  3,211 

６．繰延税金資産  531  462  489 

７．その他  143  244  108 

貸倒引当金  △61  △66  △64 

流動資産合計   18,791 47.4 16,708 41.9 △2,082  18,538 44.7

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物  3,605  3,430  3,516 

(2）土地  6,147  6,147  6,147 

(3）その他  282  370  417 

計  10,035  9,948 △87 10,081 

２．無形固定資産      

(1）データベース  7,973  9,090  8,849 

(2）その他  297  392  377 

計  8,271  9,483 1,212 9,226 

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 ※４ 1,567  2,267  2,741 

(2）関係会社株式  475  785  475 

(3）繰延税金資産  63  －  － 

(4）その他  697  928  612 

貸倒引当金  △223  △221  △222 

計  2,581  3,760 1,178 3,607 

固定資産合計   20,888 52.6 23,192 58.1 2,303  22,915 55.3

資産合計   39,679 100.0 39,900 100.0 220  41,453 100.0

－  － 
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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） 
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（百万円） 構成比
(％)

金額（百万円） 構成比
(％)

増減 
（百万円）

金額（百万円） 構成比
(％)

 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金  793  615  1,063 

２．短期借入金  847  847  847 

３．未払法人税等  393  253  417 

４．賞与引当金  287  318  276 

５．返品調整引当金  1,074  938  1,021 

６．その他 ※２ 495  610  1,018 

流動負債合計   3,891 9.8 3,582 9.0 △308  4,644 11.2

      

Ⅱ 固定負債      

１．繰延税金負債  －  49  60 

２．退職給付引当金  391  329  392 

３．役員退職慰労引当金  157  52  148 

４．その他  0  0  0 

固定負債合計   548 1.4 430 1.1 △117  601 1.5

負債合計   4,439 11.2 4,013 10.1 △426  5,245 12.7

 

－  － 
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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（百万円） 構成比
(％)

金額（百万円） 構成比
(％)

増減 
（百万円）

金額（百万円） 構成比
(％)

 

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   9,903 24.9 － － △9,903  9,903 23.9

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  10,708  －  10,708 

資本剰余金合計   10,708 27.0 － － △10,708  10,708 25.8

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金  244  －  244 

２．任意積立金  13,100  －  13,100 

３．中間(当期)未処分利益  1,641  －  2,240 

利益剰余金合計   14,985 37.8 － － △14,985  15,584 37.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金   558 1.4 － － △558  926 2.2

Ⅴ 自己株式   △917 △2.3 － － 917  △914 △2.2

資本合計   35,239 88.8 － － △35,239  36,207 87.3

負債資本合計   39,679 100.0 － － △39,679  41,453 100.0

 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 9,903 24.8 9,903  － －

２．資本剰余金      

(１）資本準備金  －  10,708  － 

資本剰余金合計   － － 10,708 26.8 10,708  － －

３．利益剰余金      

(１）利益準備金  －  244  － 

(２）その他利益剰余金      

別途積立金  －  13,100  － 

繰越利益剰余金  －  2,322  － 

利益剰余金合計   － － 15,666 39.3 15,666  － －

４．自己株式   － － △913 △2.3 △913  － －

株主資本合計   － － 35,365 88.6 35,365  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額金   － － 521 1.3 521  － －

評価・換算差額等合計   － － 521 1.3 521  － －

純資産合計   － － 35,886 89.9 35,886  － －

負債純資産合計   － － 39,900 100.0 39,900  － －

 

 

－  － 
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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（百万円） 百分比
(％)

金額（百万円） 百分比
(％)

増減 
（百万円）

金額（百万円） 百分比
(％)

      

Ⅰ 売上高   8,341 100.0 8,088 100.0 △253  16,527 100.0

Ⅱ 売上原価   5,513 66.1 5,376 66.5 △137  10,671 64.6

売上総利益   2,827 33.9 2,711 33.5 △116  5,856 35.4

返品調整引当金繰入差額   △65 △0.8 △83 △1.0 △17  △118 △0.7

差引売上総利益   2,893 34.7 2,794 34.5 △98  5,974 36.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,032 24.4 2,117 26.1 85  4,105 24.8

営業利益   860 10.3 676 8.4 △183  1,868 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  24 0.3 34 0.4 9  51 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  14 0.2 22 0.3 7  34 0.2

経常利益   870 10.4 689 8.5 △181  1,886 11.4

Ⅵ 特別利益 ※３  10 0.1 38 0.4 27  7 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  3 0.0 1 0.0 △1  24 0.1

税引前中間(当期)純利益   877 10.5 725 8.9 △151  1,869 11.3

法人税、住民税及び事業税  361  225  709 

法人税等調整額  △2 358 4.3 84 310 3.8 △48 41 751 4.5

中間（当期）純利益   518 6.2 415 5.1 △103  1,117 6.8

前期繰越利益   1,123 －   1,123

自己株式処分差損   0 －   0

中間（当期）未処分利益   1,641 －   2,240

 

 

－  － 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
9,903 10,708 10,708 244 13,100 2,240 15,584 △914 35,281

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △333 △333  △333

中間純利益   415 415  415

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分   △0 △0 1 1

 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） 
－ － － － － 82 82 1 83

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
9,903 10,708 10,708 244 13,100 2,322 15,666 △913 35,365

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
926 926 36,207

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △333

中間純利益  415

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  1

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△404 △404 △404

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△404 △404 △321

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
521 521 35,886

（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。 

 

－  － 

 

 

39



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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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）

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 先入先出法による原価法 同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

 先入先出法による低価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 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

のとおりであります。 

同左 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

のとおりであります。 

 建物      ３～50年  建物      ３～50年

構築物     ７～45年

機械装置    ９～15年

工具器具備品  ２～20年

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 データベース データベース データベース 

 会社の定めた年数(20年)に

よる定額法 

会社の定めた利用可能期間

(主として20年)による定額

法 

会社の定めた年数(20年)に

よる定額法 

 ソフトウェア（自社利用） ソフトウェア（自社利用） ソフトウェア（自社利用） 

 社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

社内における利用可能期間

（主として５年）に基づく

定額法 

社内における利用可能期間

（主として５年）に基づく

定額法 

 ソフトウェア（市場販売目

的） 

ソフトウェア（市場販売目

的） 

ソフトウェア（市場販売目

的） 

 社内における見込有効期間

(３年)に基づく定額法 

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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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勘案し、

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 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与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。 

同左  従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当事業

年度負担額を計上しておりま

す。 

 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 

  製品の返品による損失に備え

るため、当中間会計期間末の売

上債権を基礎として返品見込額

の売買利益相当額及び返品に伴

い発生する廃棄損相当額を計上

しております。 

同左  製品の返品による損失に備え

るため、期末の売上債権を基礎

として返品見込額の売買利益相

当額及び返品に伴い発生する廃

棄損相当額を計上しておりま

す。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (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、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定率法により翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。 

同左  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、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定率法により翌事業年度から

費用処理することとしておりま

す。 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

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。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

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．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．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） 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 

 

 

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35,886百万円であります。 

────── 

 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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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．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 

4,291百万円 4,557百万円 4,421百万円

※２．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 

※２．   ────── 

※３．   ────── ※３．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 67百万円
 

※３．   ────── 

※４．   ────── ※４．   ────── ※４．消費貸借契約により貸し付けている有

価証券109百万円が含まれております。

 

（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 0百万円 

受取配当金 5百万円 

賃貸収入 9百万円 

保険配当金及び返戻金 3百万円 
  

 
受取利息 1百万円

受取配当金 9百万円

賃貸収入 11百万円

保険配当金及び返戻金 4百万円
  

 
受取利息 0百万円

受取配当金 10百万円

賃貸収入 20百万円

保険配当金及び返戻金 10百万円
  

※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 7百万円 

賃貸資産減価償却費等 4百万円 
  

 
支払利息 6百万円

賃貸資産減価償却費等 5百万円

訴訟費用 7百万円
  

 
支払利息 13百万円

賃貸資産減価償却費等 9百万円

保険解約損 8百万円
  

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

貸倒引当金戻入益 10百万円 
  

 
貸倒引当金戻入益 1百万円

役員退職慰労引当金
戻入益 

36百万円

  

 
固定資産売却益 0百万円

貸倒引当金戻入益 7百万円
  

※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 
 

固定資産売却損 2百万円 

固定資産除却損 0百万円 
  

 
固定資産売却損 0百万円

固定資産除却損 0百万円
  

 
固定資産売却損 5百万円

固定資産除却損 0百万円

投資有価証券評価損 18百万円
  

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 130百万円 

無形固定資産 313百万円 
  

 
有形固定資産 147百万円

無形固定資産 345百万円
  

 
有形固定資産 284百万円

無形固定資産 670百万円
  

 

－  － 
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注記事項 

（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（注） 649 0 1 648

合計 649 0 1 648

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、減少１千株は 

ストック・オプションの行使に伴い代用株式として発行したものであります。 

－  － 
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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） 

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 

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

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、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）（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 
 

有形固定資産
その他 

20 17 3 

合計 20 17 3 

  

 

 

取得価
額相当
額 
 

（百万円）（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
 

有形固定資産
その他 

3 2 0

合計 3 2 0

  

  

 

取得価
額相当
額 
 

（百万円）（百万円

減価償
却累計
額相当
額 

）（百万円）

期末残
高相当
額 
 

有形固定資産
その他 

14 12 1

合計 14 12 1

  
(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 2百万円 

１年超 1  

合計 3百万円 
  

 
１年内 0百万円

１年超 0  

合計 1百万円
  

 
１年内 1百万円

１年超 0  

合計 2百万円
  

(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 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円 

支払利息相当額 0百万円 
  

 
支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払利息相当額 0百万円
  

 
支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払利息相当額 0百万円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

 

 

同左 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 475 2,575 2,100

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 475 1,678 1,203

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 475 2,380 1,904

 

－  － 
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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 2,115円66銭 

１株当たり中間純利益
金額 

31円15銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

31円12銭 

  

 １株当たり純資産額 2,154円16銭

１株当たり中間純利益
金額 

24円94銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

24円93銭

  

 １株当たり純資産額 2,173円55銭

１株当たり当期純利益
金額 

67円 9銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

66円99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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益（百万円） 518 415 1,117 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

 （うち利益処分による役員賞与金 
 （百万円）) 

（－） （－） （－）

 普通株式に係る中間（当期）純利益 
 （百万円） 

518 415 1,117 

 期中平均株式数（千株） 16,656 16,659 16,656 

    

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（千株） 15 12 24 

 （うち旧商法第280条ノ19の規定に基
づく新株引受権（千株）） 

（15） （12） （24）

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
金額の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

 新株引受権（旧商法
第280条ノ19の規定に
よるストックオプショ
ン）１種類（新株引受
権の数265,000株）。 

 上記の新株引受権
は、平成17年６月30日
において消滅しており
ます。 

──────  新株引受権（旧商法
第280条ノ19の規定に
よるストックオプショ
ン）１種類（新株引受
権の数265,000株）。 

 上記の新株引受権
は、平成17年６月30日
において消滅しており
ます。 

 

（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） 

 特記すべき重要な事実はありません。 

 

 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） 

 特記すべき重要な事実はありません。 

 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 特記すべき重要な事実はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

－  － 
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