
  
 

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月15日

上場会社名 理研計器株式会社 上場取引所 東

コード番号 7734 本社所在都道府県 東京都

 (URL　http://www.rikenkeiki.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　小井土　武

問合せ先責任者　役職名 執行役員経理部長 氏名　松本　哲哉 ＴＥＬ（03）3966-1128

中間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18年12月6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 （単位：百万円未満は切捨表示）

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 9,817 3.8 656 △30.8 763 △28.8

17年9月中間期 9,457 1.7 948 2.7 1,072 3.9

18年3月期 19,439 1,915 2,164

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 515 △15.5 22 91

17年9月中間期 609 1.9 27 14

18年3月期 1,331 57 92

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 22,493,510株 17年9月中間期 22,473,564株 18年3月期 22,465,521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 24,012 15,376 64.0 675 68

17年9月中間期 21,813 14,123 64.7 628 64

18年3月期 22,809 14,909 65.4 662 81

（注） ①期末発行済株式数 18年9月中間期 22,756,873株 17年9月中間期 22,466,234株 18年3月期 22,449,768株

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 904,127株 17年9月中間期 1,194,766株 18年3月期 1,211,232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 19,800 1,700 1,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　48円34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 － 7.5 － 9.5 － 17.0

19年3月期（実績） － 8.5 － － －  

19年3月期（予想） － － － 8.5 － 17.0

※　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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５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 1,438,325 1,983,395 1,549,110

２　受取手形 ※５ 2,330,017 2,536,627 2,271,196

３　売掛金 5,258,293 5,799,267 6,011,751

４　有価証券 600,382 751,388 50,059

５　たな卸資産 2,585,659 2,636,582 2,575,531

６　その他 680,927 790,283 846,983

　　貸倒引当金 △1,000 △1,000 △1,300

流動資産合計 12,892,606 59.1 14,496,546 60.4 13,303,333 58.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※１
※２
※３

(1）建物 2,021,146 1,914,158 1,996,917

(2）土地 2,954,745 3,006,050 3,006,050

(3）その他 834,822 998,406 884,482

　　　計 5,810,714 (26.6) 5,918,616 (24.6) 5,887,450 (25.8)

２　無形固定資産 16,184 (0.1) 16,184 (0.1) 16,184 (0.1)

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,192,961 2,580,910 2,705,653

(2）その他 921,776 1,001,445 915,347

　　貸倒引当金 △21,163 △1,009 △18,726

　　　計 3,093,573 (14.2) 3,581,346 (14.9) 3,602,273 (15.8)

固定資産合計 8,920,472 40.9 9,516,147 39.6 9,505,909 41.7

資産合計 21,813,079 100.0 24,012,693 100.0 22,809,242 100.0
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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 ※５ 197,932 120,061 192,976

２　買掛金 2,764,043 3,101,395 2,820,632

３　短期借入金 ※２ 847,790 1,017,040 812,040

４　未払法人税等 352,509 348,008 274,628

５　賞与引当金 288,770 306,054 284,506

６　製品保証引当金 92,516 116,384 98,711

７　製品販売損失引当金 8,521 － －

８　その他  425,533 701,093 626,845

流動負債合計 4,977,617 22.8 5,710,038 23.8 5,110,340 22.4

Ⅱ　固定負債

１　社債 600,000 600,000 600,000

２　転換社債型新株予約権付社
債

－ 700,000 －

３　長期借入金 ※２ 1,206,930 839,890 1,277,660

４　退職給付引当金 616,278 － 332,796

５　役員退職慰労引当金 243,993 309,539 258,813

６　その他 45,145 476,906 319,704

固定負債合計 2,712,347 12.5 2,926,336 12.2 2,788,974 12.2

負債合計 7,689,964 35.3 8,636,374 36.0 7,899,314 34.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,565,500 11.8 － － 2,565,500 11.2

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 2,545,508 － 2,545,508

資本剰余金合計 2,545,508 11.7 － － 2,545,508 11.2

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 422,405 － 422,405

２　任意積立金 7,661,272 － 7,661,272

３　中間（当期）未処分利益 958,093 － 1,510,891

利益剰余金合計 9,041,771 41.4 － － 9,594,568 42.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 703,728 3.2 － － 956,150 4.2

Ⅴ　自己株式 △733,393 △3.4 － － △751,799 △3.3

資本合計 14,123,114 64.7 － － 14,909,928 65.4

負債・資本合計 21,813,079 100.0 － － 22,809,242 100.0
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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  － － 2,565,500 10.7 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 2,545,508 －

(2) その他資本剰余金 － 108,951 －

資本剰余金合計 － － 2,654,459 11.1 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 422,405 －

(2) その他利益剰余金

特別償却準備金 － 38,143 －

別途積立金 － 8,515,500 －

繰越利益剰余金 － 890,564 －

利益剰余金合計  － － 9,866,613 41.1 － －

４　自己株式  － － △561,398 △2.3 － －

株主資本合計  － － 14,525,175 60.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － － 851,143 3.5 － －

純資産合計 － － 15,376,318 64.0 － －

負債純資産合計 － － 24,012,693 100.0 － －
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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 9,457,071 100.0 9,817,571 100.0 19,439,786 100.0

Ⅱ　売上原価 6,181,530 65.4 6,707,719 68.3 13,007,476 66.9

売上総利益 3,275,541 34.6 3,109,851 31.7 6,432,309 33.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,327,086 24.6 2,453,558 25.0 4,517,077 23.2

営業利益 948,454 10.0 656,292 6.7 1,915,232 9.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 146,426 1.5 188,458 1.9 291,663 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 21,981 0.2 80,777 0.8 42,233 0.3

経常利益 1,072,900 11.3 763,973 7.8 2,164,662 11.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,471 0.1 154,949 1.6 4,948 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 6,261 0.1 2,588 0.0 13,332 0.0

税引前中間（当期）純利益 1,068,109 11.3 916,334 9.3 2,156,277 11.1

法人税、住民税及び事業税 329,716 329,568 613,816

法人税等調整額 128,447 458,164 4.8 71,448 401,016 4.1 211,222 825,039 4.2

中間(当期)純利益 609,944 6.5 515,317 5.2 1,331,238 6.9

前期繰越利益 348,149 － 348,149

中間配当額 － － 168,496

中間（当期）未処分利益 958,093 － 1,510,891
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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

特別償却
準備金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日

残高 　 （千円）　
2,565,500 2,545,508 － 2,545,508 422,405 45,772 7,615,500 1,510,891 9,594,568 △751,799 13,953,777

中間会計期間中の変

動額

別途積立金の

積立て
      900,000 △900,000   －

特別償却準備金の

取崩 
     △7,628  7,628   －

剰余金の配当        △213,272 △213,272  △213,272

役員賞与        △30,000 △30,000  △30,000

中間純利益        515,317 515,317  515,317

自己株式の取得          △660 △660

自己株式の処分   108,951 108,951      191,062 300,013

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）  

－ － 108,951 108,951 － △7,628 900,000 △620,326 272,045 190,401 571,397

平成18年９月30日

残高　　（千円）　
2,565,500 2,545,508 108,951 2,654,459 422,405 38,143 8,515,500 890,564 9,866,613 △561,398 14,525,175

評価・換算差
額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　

残高　  （千円）
956,150 14,909,928

中間会計期間中の変

動額

別途積立金の

積立て
 －

特別償却準備金の

取崩
 －

剰余金の配当  △213,272

役員賞与  △30,000

中間純利益  515,317

自己株式の取得  △660

自己株式の処分  300,013

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額

（純額）

△105,007 △105,007

中間会計期間中の

変動額合計　　　　

　 　　　 （千円）

△105,007 466,390

平成18年９月30日　

残高    （千円）
851,143 15,376,318
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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

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　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

①　満期保有目的の債券 ①　満期保有目的の債券 ①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法） 　　　　　 同左 　　　　　 同左

②　子会社株式及び関連会社株式 ②　子会社株式及び関連会社株式 ②　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 　　　　　 同左 　　　　　 同左

③　その他有価証券 ③　その他有価証券 ③　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）

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 移動平均法による原価法 移動平均法による原価法

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ

時価法 　　　　 同左          同左

（但し、特例処理の要件を充たす金利

スワップ取引については時価評価せず、

その金銭の受払の純額を金利変換の対

象となる借入債務に係る利息に加減し

て処理）

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

　総平均法による原価法(但し,一部製

　品・仕掛品については個別原価法）

　　　　 同左 　　　　 同左

２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産

定率法によっております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。

　　　 同左 定率法によっております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　38年  建物　　　　　　　　　　　38年

  機械装置　　　　　　　　　11年
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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）

３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準 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

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。

　　　　 同左 　　　　 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

　　　　 同左 　　　　 同左

   (3）製品保証引当金    (3）製品保証引当金    (3）製品保証引当金

保証期間中に発生が見込まれるアフ

ターサービス費用に備えるため、過去

の支出実績を基準にして算出した見積

額を計上しております。

　　　　 同左 　　　　 同左

   (4）製品販売損失引当金 ────── ──────

受注済製品の販売時の損失に備えるた

め、中間会計期間末における未引渡し

の受注済製品に対し販売時に見込まれ

る損失相当額を計上しております。

 

(5）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。

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。なお年金

資産が退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産「その他」に前

払年金費用122,944千円を計上してお

ります。

（追加情報）

平成18年４月に適格退職年金制度につ

いて確定拠出年金制度へ一部移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）に従い、適格退職年金制度の終了

の会計処理を適用いたしました。本移

行に伴う影響額は特別利益として

151,083千円計上しております。

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（△215,792千円）

は、発生時に全額費用戻し処理してお

ります。

(6）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

役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間会計期間末

要支給額を計上しております。

　　　　 同左 役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく事業年度末要支

給額を計上しております。
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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）

４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法 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 ５　ヘッジ会計の方法 ５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理の

条件を充たしている場合には特例処理

を採用しております。

　　　   同左          同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ 　　　　 同左          同左

ヘッジ対象：借入金

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改善

のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

　　　　 同左          同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップ取

引については、有効性の判定を省略し

ております。

　　　　 同左          同左

６　その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

６　その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

６　その他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 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は、税抜方式によっ

ております。

なお、仮払消費税及び仮受消費税は相殺

のうえ流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

同左 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 
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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）

当中間会計期間から、「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

15,376,318千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

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、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　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,941,420千円 5,313,673千円 5,148,661千円

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

このうち工場財団が設定されているもの このうち工場財団が設定されているもの このうち工場財団が設定されているもの

有形固定資産 1,214,166千円 有形固定資産 1,186,386千円 有形固定資産 1,204,623千円

上記物件に対する 上記物件に対する 上記物件に対する

短期借入金 111,040千円

長期借入金 117,680千円

計 228,720千円

※３　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　　の圧縮記帳額

短期借入金 70,640千円

長期借入金 47,040千円

計 117,680千円

※３　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　　の圧縮記帳額

短期借入金 67,040千円

長期借入金 94,160千円

計 161,200千円

※３　国庫補助金による有形固定資産(建物)

　　　の圧縮記帳額

132,425千円 132,425千円 132,425千円

４　保証債務 ４　保証債務 ４　保証債務

銀行借入に対する保証債務

㈱理研計器奈良

製作所
5,800千円

   

―――――――――――

 

 

―――――――――――

 

 

※５　――――――――――― ※５　中間期末日満期手形 ※５　―――――――――――

中間期末日満期手形の会計処理について

は、当中間会計期間の末日は金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。当中間期

末日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形 218,587千円

支払手形 59,933千円
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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なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息 1,235千円

受取配当金 19,986千円

賃貸収入 56,147千円

為替差益 43,892千円

受取利息 1,281千円

受取配当金 23,321千円

賃貸収入 51,117千円

為替差益 10,459千円

受取保険金 88,890千円 

受取利息 2,809千円

受取配当金 54,100千円

賃貸収入 107,147千円

為替差益 76,878千円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息 15,866千円

社債利息 3,548千円

支払利息 16,578千円

社債利息 3,548千円

社葬費用 43,629千円 

支払利息 31,377千円

社債利息 7,065千円

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの

貸倒引当金戻入額 1,471千円 確定拠出年金制度

への一部移行に伴

う退職給付引当金

戻入益 151,083千円

貸倒引当金戻入額 2,496千円

移転補償金 1,163千円 

貸倒引当金戻入額 1,640千円

投資有価証券売却益 598千円

移転補償金 2,710千円

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損 1,816千円

役員退職慰労金 4,445千円

固定資産除却損 1,626千円 固定資産除却損 3,864千円

役員退職慰労金 4,445千円

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 205,621千円 有形固定資産 197,104千円 有形固定資産 443,042千円
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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
（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） 1,211,232 599 307,704 904,127

合計 1,211,232 599 307,704 904,127

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加599株は単元未満株式の買取による増加であり、減少307,704株は第５回無担保

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使請求による減少及び単元未満株式の売却による減少であります。
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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）

　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会計期間末残高

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会計期間末残高

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事業年度末残高相当

額

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,047,959

減価償却累計額相当

額
443,487

中間会計期間末残高

相当額
604,472

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,056,767

減価償却累計額相当

額
507,252

中間会計期間末残高

相当額
549,515

有形固定資産の

その他

（千円）

取得価額相当額 1,001,151

減価償却累計額相当

額
489,318

事業年度末残高相当

額
511,833

   

②　未経過リース料中間会計期間末残高相

当額

②　未経過リース料中間会計期間末残高相

当額

②　未経過リース料事業年度末残高相当額

１年内 155,680千円

１年超 484,510千円

計 640,190千円

１年内 163,899千円

１年超 420,456千円

計 584,355千円

１年内 148,513千円

１年超 399,087千円

計 547,601千円

   

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 83,231千円

減価償却費相当額 75,894千円

支払利息相当額 10,203千円

支払リース料 88,824千円

減価償却費相当額 79,672千円

支払利息相当額 9,656千円

支払リース料 173,153千円

減価償却費相当額 156,726千円

支払利息相当額 20,800千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法 同左 同左

・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。

  

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。
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②有価証券

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は、ありません。

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は、ありません。

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 628円 64銭

１株当たり中間純利益 27円 14銭

　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。

１株当たり純資産額 675円 68銭

１株当たり中間純利益 22円 91銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益額
22円 59銭 

１株当たり純資産額 662円 81銭

１株当たり当期純利益 57円 92銭

　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（千円） 609,944 515,317 1,331,238

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 30,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (30,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
609,944 515,317 1,301,238

期中平均株式数（千株） 22,473 22,493 22,465

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） － － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－) (－)

普通株式増加数（千株） － 313 －

（うち無担保転換社債型新株予約権付社債） (－) (313) (－)

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

－

第１回信託型ライツプラン

新株予約権

新株予約権の数

（千個）
25,000

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

普通株式

新株予約権の目

的となる株式の

数（千株）

25,000

新株予約権の発

行価格 
無償

新株予約権の行

使期間 

平成18年7月21

日～平成21年7

月20日

－
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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）

　　該当事項はありません。

　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）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成17年４月1日　至　平成18年３月31日）

〔確定拠出年金制度への一部移行〕

　当社は、平成18年４月に適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ一部移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）に従い、適格退職年金制度の終了の会計処理を適用する予定でありま

す。本移行に伴い、翌事業年度において特別利益として約１億５千１百万円計上する見込みであります。
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