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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．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 営業損益 経常損益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 3,709 4.0 △321 － △311 －
17年９月中間期 3,565 △0.8 56 △74.3 64 △69.6

18年３月期 7,803 111 128

中間(当期)純損益
１株当たり中間
(当期)純損益

百万円 ％ 円 銭
18年９月中間期 △204 － △41 12
17年９月中間期 0 △99.4 0 16

18年３月期 606 121 71

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 4,981,402株 17年９月中間期 4,966,932株 18年３月期 4,968,718株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損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 6,371 3,223 50.6 647 21
17年９月中間期 5,099 2,910 57.1 585 93

18年３月期 5,534 3,529 63.8 708 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 4,981,402株 17年９月中間期 4,967,102株 18年３月期 4,981,402株

②期末自己株式数 18年９月中間期 121,828株 17年９月中間期 136,128株 18年３月期 121,828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 8,600 395 237

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　47円70銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 20.00 － 20.00

19年３月期（実績） － － － － －
20.00

19年３月期（予想） － － － 20.00 －

※　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ページをご参照下さい。
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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（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 ※2 955,157   906,444   760,814   

２．受取手形  9,950   7,836   19,669   

３．売掛金  1,628,931   1,783,423   2,009,326   

４．たな卸資産  556,901   545,137   318,560   

５．未収還付法人税等  －   28,729   401,779   

６．その他  425,941   371,828   297,778   

貸倒引当金  △12,452   △14,776   △13,057   

流動資産合計   3,564,429 69.9  3,628,623 57.0  3,794,870 68.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2 299,605   299,215   290,951   

２．無形固定資産  13,739   18,777   16,074   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  331,901   340,986   339,697   

(2）関係会社株式  －   887,367   17,367   

(3）繰延税金資産  400,890   720,111   598,200   

(4）その他 ※1,2 547,042   535,611   534,738   

貸倒引当金  △58,257   △59,498   △57,698   

計  1,221,576   2,424,577   1,432,305   

固定資産合計   1,534,921 30.1  2,742,571 43.0  1,739,331 31.4

資産合計   5,099,350 100.0  6,371,195 100.0  5,534,202 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  352,841   397,031   381,084   

２．短期借入金 ※2 488,000   362,000   263,600   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 －   180,000   －   

４．賞与引当金  260,835   328,763   319,788   

５．役員賞与引当金  －   7,500   －   

６．その他  406,854   413,553   314,874   

流動負債合計   1,508,532 29.6  1,688,848 26.5  1,279,347 23.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  －   720,000   －   

２．退職給付引当金  567,516   607,047   600,514   

３．役員退職慰労引当金  107,649   119,609   113,597   

４．その他  5,293   11,699   11,181   

固定負債合計   680,459 13.3  1,458,356 22.9  725,293 13.1

負債合計   2,188,991 42.9  3,147,205 49.4  2,004,641 36.2
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   917,687 18.0  － －  917,687 16.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  879,325   －   879,325   

資本剰余金合計   879,325 17.2  － －  879,325 15.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  32,665   －   32,665   

２．任意積立金  1,200,000   －   1,200,000   

３．中間（当期）未処分
利益

 2,318   －   603,324   

利益剰余金合計   1,234,983 24.2  － －  1,835,989 33.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  9,236 0.2  － －  13,689 0.2

Ⅴ　自己株式   △130,873 △2.5  － －  △117,131 △2.1

資本合計   2,910,359 57.1  － －  3,529,560 63.8

負債資本合計   5,099,350 100.0  － －  5,534,202 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  917,687 14.4  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   879,325   －   

資本剰余金合計   － －  879,325 13.8  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   32,665   －   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   1,700,000   －   

繰越利益剰余金  －   △202,795   －   

利益剰余金合計   － －  1,529,869 24.0  － －

４．自己株式   － －  △117,131 △1.8  － －

株主資本合計   － －  3,209,751 50.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  14,238 0.2  － －

評価・換算差額等合計   － －  14,238 0.2  － －

純資産合計   － －  3,223,989 50.6  － －

負債純資産合計   － －  6,371,195 100.0  － －
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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   3,565,959 100.0  3,709,937 100.0  7,803,655 100.0

Ⅱ　売上原価   2,779,712 78.0  2,969,920 80.1  6,080,308 77.9

売上総利益   786,246 22.0  740,017 19.9  1,723,346 22.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   729,882 20.4  1,061,429 28.6  1,611,577 20.7

営業利益又は
営業損失(△)

  56,364 1.6  △321,411 △8.7  111,769 1.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  315   173   492   

２．賃貸収入  8,215   7,204   13,615   

３．有価証券利息  －   2,117   －   

４．その他  8,457 16,988 0.5 7,687 17,182 0.5 17,858 31,966 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,514   1,877   4,512   

２．賃貸費用  5,117   4,212   8,706   

３．その他  1,180 8,812 0.3 763 6,852 0.2 2,165 15,384 0.2

経常利益又は
経常損失(△)

  64,540 1.8  △311,082 △8.4  128,351 1.6

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  1,007 1,007 0.0 881 881 0.0 1,100 1,100 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※1 12,631   －   12,631   

２．貸倒引当金繰入額  4,023   2,399   4,064   

３．債務保証損失引当金
繰入額

 2,833 19,488 0.5 578 2,978 0.0 8,721 25,418 0.3

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失(△)

  46,058 1.3  △313,179 △8.4  104,033 1.3

法人税、住民税及び
事業税

 2,765   2,765   5,530   

法人税等還付税額  －   －   △401,779   

法人税等調整額  42,501 45,266 1.3 △111,102 △108,337 △2.9 △106,092 △502,341 △6.5

中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

  792 0.0  △204,842 △5.5  606,374 7.8

前期繰越利益   1,941   －   1,941  

自己株式処分差損   416   －   4,992  

中間（当期）未処分
利益

  2,318   －   603,324  
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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）
917,687 879,325 879,325 32,665 1,200,000 603,324 1,835,989 △117,131 3,515,871

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立     500,000 △500,000 －  －

剰余金の配当      △99,628 △99,628  △99,628

役員賞与      △1,650 △1,650  △1,650

中間純損失      △204,842 △204,842  △204,842

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）
－ － － － 500,000 △806,120 △306,120 － △306,120

平成18年９月30日　残高

 （千円）
917,687 879,325 879,325 32,665 1,700,000 △202,795 1,529,869 △117,131 3,209,751

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）
13,689 13,689 3,529,560

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △99,628

役員賞与   △1,650

中間純損失   △204,842

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
549 549 549

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
549 549 △305,570

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,238 14,238 3,223,989
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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

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

 同左

その他有価証券

①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）を

採用しております。

その他有価証券

①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）

を採用しております。

その他有価証券

①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）を採用

しております。

②時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

②時価のないもの

同左

②時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①商品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

 

②製品

　総平均法による原価法を採用

しております。

 

 

 

 

③仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

 

 

 

 

④貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率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

です。

　建物　　　　　　10年～35年

　工具、器具及び備品

４年～10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

ソフトウェア

　見込利用可能期間（３～５

年）による定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

ソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

同左

(3）投資その他の資産（その他）

　定率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

です。

　賃貸用不動産　　　　　47年

(3）投資その他の資産（その他）

同左

 

 

(3）投資その他の資産（その他）

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

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）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）による定率法によりそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することにしております。

(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)による定率法によりそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理

することにしております。

(4）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。

　

(5）債務保証損失引当金

　関係会社への債務保証に係る損

失に備えるため、被保証会社の財

政状態等を勘案し、損失負担見込

額を計上しております。

(5）債務保証損失引当金

同左

(5）債務保証損失引当金

同左

─────

 

(6）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。

─────

 

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．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

消費税等の処理方法

　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。

消費税等の処理方法

同左

(1）消費税等の処理方法

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。

─────  （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。

　これにより営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失が7,500千円増加しております。

─────

─────  （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3,223,989千円であります。

　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。

─────

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」については、前中間会計期間末は、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、当中間会計期間末

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、前中間会計期間末「投資有価証券」の金額は264,656千円で

あります。

───────

 

─────── （中間貸借対照表）

「関係会社株式」については、前中間会計期間末は、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、当中間会計期間末

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、前中間会計期間末「関係会社株式」の金額は17,367千円で

あります。

─────── （中間損益計算書）

「有価証券利息」については、前中間会計期間は、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間において営業

外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

 　なお、前中間会計期間における「有価証券利息」の金額は820千円

であります。

－ 38 －



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は、

280,098千円であり、投資その他の資産（そ

の他）の減価償却累計額は、153,157千円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

293,343千円であり、投資その他の資産（そ

の他）の減価償却累計額は、158,132千円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

292,830千円であり、投資その他の資産（そ

の他）の減価償却累計額は、155,717千円

であります。

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

有形固定資産 218,628千円

投資その他の資産 164,791千円

計 383,420千円

有形固定資産     230,764千円

投資その他の資産   159,816千円

計   390,580千円

建物       73,541千円

構築物   47千円

土地     142,361千円

賃貸用不動産   162,231千円

計    378,182千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 254,000千円 短期借入金   100,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金

  80,000千円

長期借入金   320,000千円

短期借入金  152,800千円

　上記以外に関係会社であるJAST 

TECHNIQUES PTE. LTD.の当座貸越契約

207千シンガポールドルに対して、定期預

金19,208千円を担保（質権）として提供

しております。

　上記以外に関係会社であるJAST 

TECHNIQUES PTE. LTD.の当座貸越契約

260千シンガポールドルに対して、定期預

金19,212千円を担保（質権）として提供

しております。

　上記以外に関係会社であるJAST

TECHNIQUES PTE. LTD.の当座貸越契約

260千シンガポールドルに対して、定期預

金19,210千円を担保（質権）として提供

しております。

（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　固定資産除却損の内訳は建物11,293千

円、工具、器具及び備品1,338千円であり

ます。

────── ※１　固定資産除却損の内訳は建物11,293千

円、工具、器具及び備品1,338千円であり

ます。

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 9,966千円

無形固定資産 1,022千円

投資その他の資産

（その他）
2,559千円

有形固定資産      10,927千円

無形固定資産      1,607千円

投資その他の資産

（その他）
     2,415千円

有形固定資産       22,698千円

無形固定資産      2,351千円

投資その他の資産

（その他）
     5,119千円

（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 121,828 － － 121,828

合計 121,828 － － 121,828
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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）

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産 14,706 11,165 3,541

合計 14,706 11,165 3,541

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産 3,666 2,566 1,099

合計 3,666 2,566 1,099

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産 11,586 9,775 1,810

合計 11,586 9,775 1,810

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっております。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法によっております。

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

１年内 2,441千円

１年超 1,099千円

合計 3,541千円

１年内 733千円

１年超      366千円

合計      1,099千円

１年内      1,077千円

１年超      733千円

合計      1,810千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,470千円

減価償却費相当額 1,470千円

支払リース料      710千円

減価償却費相当額      710千円

支払リース料      2,629千円

減価償却費相当額      2,629千円

(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

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）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）

　「１株当たり情報」については、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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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