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１．平成19年3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 ％

19年3月中間期 3,878 △4.2 703 △28.2 743 △28.3

18年3月中間期 4,048 △4.0 979 △10.4 1,037 △5.2

18年3月期 8,273 1,826 1,937

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円  

19年3月中間期 401 △35.0 11,335  

18年3月中間期 617 7.6 20,371  

18年3月期 1,151 33,955  

（注）①期中平均株式数 19年3月中間期   35,381株 18年3月中間期 30,303株 18年3月期  32,281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

19年3月中間期 14,487 9,497 65.6 267,080

18年3月中間期 13,683 8,294 60.6 258,417

18年3月期 14,358 9,750 67.9 274,277

（注）①期末発行済株式数 19年3月中間期  35,561株 18年3月中間期 32,099株  18年3月期  35,351株

②期末自己株式数 19年3月中間期      439株 18年3月中間期 3,901株 18年3月期      649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 8,700 1,940 1,160

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　32,620円

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 － 5,000 5,000

19年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － 5,000 5,000

※　上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績等は、今後様々な

要因によって異なる結果となる場合があります。
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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   1,822,792   1,287,646   1,771,026  

２．受取手形   175,790   127,760   198,280  

３．売掛金   4,908,735   6,285,170   5,633,698  

４．有価証券   900,785   900,715   900,726  

５．たな卸資産   1,166,272   1,372,226   1,202,513  

６．繰延税金資産   76,276   82,746   40,593  

７．短期貸付金   148,500   128,500   148,500  

８．その他 ※５  146,116   256,725   180,209  

貸倒引当金   △1,606   △2,557   △2,372  

流動資産合計   9,343,662 68.3  10,438,934 72.1  10,073,176 70.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1.2          

(1）建物   297,531   644,484   290,490  

(2）土地   1,062,939   1,062,939   1,062,939  

(3）その他   172,889   89,558   165,868  

有形固定資産合計   1,533,361 11.2  1,796,983 12.4  1,519,298 10.6

２．無形固定資産   38,938 0.3  26,907 0.2  33,529 0.2

３．投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   1,377,251   1,239,080   1,959,688  

(2）関係会社株式   281,958   110,000   110,000  

(3）繰延税金資産   474,461   209,559   -  

(4）その他   677,364   709,909   706,216  

貸倒引当金   △43,376   △43,376   △43,376  

投資その他の資産
合計

  2,767,659 20.2  2,225,173 15.3  2,732,527 19.0

固定資産合計   4,339,958 31.7  4,049,064 27.9  4,285,355 29.8

資産合計   13,683,620 100.0  14,487,999 100.0  14,358,531 100.0
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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 ※３  1,016,800   1,288,600   991,700  

２．買掛金   630,698   594,781   772,747  

３．１年内返済予定長
期借入金

※２  196,800   -   96,000  

４．未払金 ※４  1,121,111   1,314,208   1,210,748  

５．未払法人税等   469,296   367,410   -  

６．賞与引当金   91,963   98,390   91,797  

７．役員賞与引当金   -   28,500   -  

８．返品調整引当金   694,391   691,922   749,885  

９．その他 ※５  224,486   244,684   267,520  

流動負債合計   4,445,546 32.5  4,628,497 31.9  4,180,400 29.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   617,000   -   -  

２．退職給付引当金   64,825   75,052   70,451  

３．役員退職慰労引当
金

  258,982   286,543   272,650  

４．その他   2,313   -   84,052  

固定負債合計   943,122 6.9  361,595 2.5  427,153 3.0

負債合計   5,388,668 39.4  4,990,092 34.4  4,607,554 32.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   335,910 2.5  - -  335,910 2.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金   498,034   -   498,034  

２．その他資本剰余金   1,847,641   -   2,335,010  

資本剰余金合計   2,345,676 17.1  - -  2,833,044 19.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金   15,450   -   15,450  

２．中間（当期）未処
分利益

  5,684,899   -   6,218,698  

利益剰余金合計   5,700,349 41.6  - -  6,234,148 43.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  134,925 1.0  - -  385,613 2.7

Ⅴ　自己株式   △221,909 △1.6  - -  △37,739 △0.3

資本合計   8,294,952 60.6  - -  9,750,977 67.9

負債・資本合計   13,683,620 100.0  - -  14,358,531 100.0
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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   - -  335,910 2.3  - -

　２　資本剰余金           

　　(1) 資本準備金  -   498,034   -   

　　(2) その他資本剰
　　　　余金

 -   2,329,010   -   

　    資本剰余金合計   - -  2,827,045 19.5  - -

　３　利益剰余金           

　　(1) 利益準備金  -   15,450   -   

　  (2) その他利益剰
　　　　余金

          

　　    繰越利益剰余
　　　　金

 -   6,387,982   -   

　    利益剰余金合計   - -  6,403,432 44.2  - -

　４　自己株式   - -  △25,528 △0.1  - -

　　　　株主資本合計   - -  9,540,859 65.9  - -

Ⅱ　評価・換算差額等           

　  その他有価証券
　　　評価差額金

  - -  △43,233 △0.3  - -

　　評価・換算差額等
　　合計

  - -  △43,233 △0.3  - -

Ⅲ　新株引受権   - -  280 0.0  - -

    純資産合計   - -  9,497,906 65.6  - -

    負債純資産合計   - -  14,487,999 100.0  - -
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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   4,048,979 100.0  3,878,329 100.0  8,273,719 100.0

Ⅱ　売上原価   2,025,504 50.0  2,191,979 56.5  4,349,237 52.6

売上総利益   2,023,475 50.0  1,686,350 43.5  3,924,481 47.4

返品調整引当金繰
入額

  100,560 2.5  - -  156,054 1.9

返品調整引当金戻
入益

  - -  57,963 1.5  - -

差引売上総利益   1,922,915 47.5  1,744,313 45.0  3,768,427 45.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  943,850 23.3  1,041,202 26.9  1,941,907 23.4

営業利益   979,064 24.2  703,110 18.1  1,826,520 22.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  66,313 1.6  40,746 1.1  121,324 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,867 0.2  125 0.0  10,578 0.1

経常利益   1,037,511 25.6  743,731 19.2  1,937,265 23.4

Ⅵ　特別利益 ※３  33,595 0.8  18 0.0  33,450 0.4

Ⅶ　特別損失 ※4.5  7,654 0.2  16,542 0.4  7,654 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  1,063,451 26.2  727,206 18.8  1,963,061 23.7

法人税、住民税及
び事業税

 462,654   376,034   401,395   

法人税等調整額  △16,503 446,151 11.0 △49,867 326,167 8.4 410,567 811,962 9.8

中間（当期）純利
益

  617,300 15.2  401,038 10.4  1,151,098 13.9

前期繰越利益   5,067,599   -   5,067,599  

中間（当期）未処
分利益

  5,684,899   -   6,218,698  
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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

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,335,010 2,833,044 15,450 6,218,698 6,234,148 △37,739 9,365,363

中間会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当

（千円）
- - - - - △176,754 △176,754 -

△

176,754

利益処分による役員賞与（千

円）
- - - - - △55,000 △55,000 - △55,000

中間純利益（千円） - - -  - 401,038 401,038 - 401,038

自己株式の処分（千円） - - △5,999 △5,999 - - - 12,211 6,211

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

- - - - - - - - -

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
- - △5,999 △5,999 - 169,283 169,283 12,211 175,495

平18年9月30日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,329,010 2,827,045 15,450 6,387,982 6,403,432 △25,528 9,540,859

評価・換算差額等

新株引受権 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

（千円）
385,613 385,613 360 9,751,337

中間会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当

（千円）
- - - △176,754

利益処分による役員賞与（千

円）
- - - △55,000

中間純利益（千円） - - - 401,038

自己株式の処分（千円） - - - 6,211

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△428,847 △428,847 △79 △428,926

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△428,847 △428,847 △79 △253,431

平成18年9月30日　残高

（千円）
△43,233 △43,233 280 9,497,906
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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

…期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)たな卸資産

①　製品

先入先出法による原価法

(2)たな卸資産

①　製品

同左

(2）たな卸資産

①　製品

同左

②　仕掛品

個別法による原価法

②　仕掛品

同左

②　仕掛品

同左

③　貯蔵品

最終仕入原価法

③　貯蔵品

同左

③　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

　法人税法の規定に基づく定率法

を採用しております。

　但し、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。

(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

　法人税法の規定に基づく定額法

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．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、また貸倒懸念債権

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。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会

計期間の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

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

(3）─

 

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額を計

上しております。

(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）返品調整引当金

　出版物の返品による損失に備え

るため、書籍等の出版事業に係る

売掛金残高に一定期間の返品率及

び売買利益率を乗じた額を計上し

ております。

(4）返品調整引当金

　同左

(4）返品調整引当金

　同左

(5）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（簡便法）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。

(5）退職給付引当金

　同左

(5）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（簡便法）に基づき、当事業年

度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。

(6）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、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

(6）役員退職慰労引当金

　同左

(6）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、役員退職慰労金規程に基

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

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

(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
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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。

これにより減損損失を7,639千円計上いたしま

したが、減損損失を認識した資産については売

却予定価額で評価し、かつ当中間会計期間にお

いて当該評価額にて売却しているため、税引前

中間純利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

れにより減損損失を7,639千円計上いたしまし

たが、減損損失を認識した資産については売却

予定価額で評価し、かつ当事業年度において当

該評価額にて売却しているため、税引前当期純

利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。

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

9,497,625千円であります。

　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。

　　　　　　　 ─────

 

　　　　　　　 ─────

 

 (役員賞与に関する会計基準）

 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

28,500千円減少しております。

　　　　　　　 ─────

 

－ 9 －



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）

　「投資有価証券」は、前中間期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、当中間期末に

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、前中間期末の「投資有価証券」の金額は10,891千

円であります。 

　　　　　　　　　　────── 

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

215,859千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       250,022千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       232,503千円

※２　担保提供資産 ※２　　　　　───── ※２　担保提供資産

建物 268,036千円

土地 523,868千円

計 791,904千円

建物     261,869千円

土地      523,868千円

計     785,737千円

　上記資産を、長期借入金196,800千円

（１年内返済予定長期借入金196,800千円

を含む）の担保として供しております。

 　上記資産を、長期借入金96,000千円（１

年内返済予定長期借入金96,000千円を含

む）の担保として供しております。

※３　　　　　───── ※３　中間会計期間末日満期手形

中間会計期間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

をしております。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、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

　支払手形　　　　　　199,100千円

※３　　　　　─────

※４　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（250,670千円）が含まれております。

※４　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（213,975千円）が含まれております。

※４　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（233,470千円）が含まれております。

※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、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※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、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※５　　　　　─────

　

６　偶発債務 ６　　　　　　───── ６　　　　　　　─────

　子会社に対する取引保証 　 　

被保証者名  保証金額

株式会社幻冬舎コミッ

クス

 39,211千円
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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

受取利息 736千円

有価証券利息 7,878千円

受取賃貸料 4,005千円

保険満期返戻金 35,109千円

匿名組合投資利益 14,864千円

受取利息    1,317千円

有価証券利息    2,773千円

受取賃貸料    6,864千円

保険満期返戻金 5,243千円

匿名組合投資利益   19,494千円

受取利息    1,936千円

有価証券利息   26,711千円

保険満期返戻金   35,109千円

匿名組合投資利益   32,064千円

※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 651千円

有価証券償還損 6,908千円

支払利息    125千円 支払利息    1,305千円

社債発行差金償却    1,078千円

有価証券償還損    6,908千円

貸倒損失    1,100千円

※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

 　関係会社株式売却益          23,195千円

　 新株引受権戻入益　　　　　  10,255千円

 　新株引受権戻入益　　　　　      18千円 関係会社株式売却益   23,195千円

新株引受権戻入益   10,255千円

※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

 　 減損損失　　　　　　　  　 　7,639千円  　 固定資産除却損　　 　 　    10,762千円

 　 投資有価証券評価損 　 　     5,780千円

減損損失   7,639千円

固定資産除却損       14千円

※５　減損損失 ※５　　　　 ────── ※５　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。なお、当該資産グループは当中間会

計期間に売却済であります。 

　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。なお、当該資産グループは当事業年度に

売却済であります。 

場所 用途 種類

 神奈川県

　横浜市
 　遊休

 建物及び 

 土地

場所 用途 種類

 神奈川県

　横浜市
 　遊休

 建物及び 

 土地

 　当社の固定資産は、本社、共用資産（福利

厚生施設）及び遊休資産にグルーピングをし

ております。

　遊休資産の時価が下落していることにより、

帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（7,639千円）として、特別損

失に計上しております。

　なお、当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、売却予定

価額により評価しております。

  　当社の固定資産は、本社、共用資産（福利

厚生施設）及び遊休資産にグルーピングをし

ております。

　遊休資産の時価が下落していることにより、

帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（7,639千円）として、特別損

失に計上しております。

　なお、当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、売却予定

価額により評価しております。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 16,139千円

無形固定資産 8,566千円

有形固定資産   19,695千円

無形固定資産    8,032千円

有形固定資産  32,782千円

無形固定資産   16,697千円

（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） 649 - 210 439

合計 649 - 210 439

 （注）自己株式の減少210株は、旧商法の新株引受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）

 　　　　　　　──────  会社の事業内容に照らして重要性の乏しい

リース取引で、リース契約１件当たりの金額

が、300万円以下であるため、記載を省略して

おります。

 　　　　　　　　同左

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　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。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　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。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　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 258,417円

１株当たり中間純利益 20,371円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益

14,821円

１株当たり純資産額    267,080円

１株当たり中間純利益    11,335円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益

   11,167円

１株当たり純資産額    274,277円

１株当たり当期純利益    33,955円

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益

   28,878円

（注）　１株当たり中間（当期）純利益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    

中間（当期）純利益（千円） 617,300 401,038 1,151,098

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 55,000

（うち役員賞与）（千円） (－) (－) (55,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 617,300 401,038 1,096,098

期中平均株式数（株） 30,303 35,381 32,281

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） △231 - -

（うち社債発行差金償却（税額相当額控除後)) (△231) (-) (-)

普通株式増加数（株） 11,332 532 5,675

（うち新株予約権又は、新株引受権） (11,332) (532) (5,675)

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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