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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 （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 11,661 (0.3) 223 (2.8) 242 (2.3)

17年９月中間期 11,626 (△3.1) 217 (13.2) 237 (12.7)

18年３月期 24,728 584 617

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 140 (15.0) 23 82

17年９月中間期 121 (94.6) 21 7

18年３月期 311 51 42

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,884,345株 17年９月中間期 5,782,732株 18年３月期 5,776,891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 16,890 7,094 42.0 1,203 71

17年９月中間期 15,899 6,769 42.6 1,166 65

18年３月期 17,609 7,077 40.2 1,204 74

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,893,678株 17年９月中間期 5,802,178株 18年３月期 5,862,678株

②期末自己株式数 18年９月中間期 560,011株 17年９月中間期 651,511株 18年３月期 591,011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 26,000 590 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　52円　60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 － － － 13.00 － 13.00

19年３月期（実績） － － － － － －

19年３月期（予想） － － － 13.00 － 13.00

 

※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

仮定を前提としています。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。
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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  1,624,112   2,054,770   1,893,321   

２　受取手形 ※４ 2,435,990   2,459,192   2,200,082   

３　売掛金  3,450,785   4,080,423   5,315,076   

４　たな卸資産  1,550,262   1,687,374   1,424,405   

５　繰延税金資産  239,821   132,386   160,853   

６　その他  206,452   206,299   177,119   

７　貸倒引当金  △27,319   △14,095   △34,864   

流動資産合計   9,480,105 59.6  10,606,349 62.8  11,135,994 63.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※２          

(1）建物 ※１ 1,243,568   1,197,596   1,221,759   

(2）土地 ※１ 2,205,356   2,205,356   2,205,356   

(3）その他  90,292   77,099   85,848   

有形固定資産合計  3,539,216   3,480,051   3,512,964   

２　無形固定資産  34,405   27,527   29,537   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１ －   559,596   647,637   

(2）関係会社株式  －   584,757   748,529   

(3）長期貸付金  1,029,083   504,600   515,685   

(4）保証預け金  165,035   130,377   130,425   

(5）再評価に係る繰延
税金資産

 926,327   926,327   926,327   

(6）その他 ※１ 1,570,050   297,351   307,682   

(7）関係会社投資評価
引当金 

 －   －   △139,984   

(8）貸倒引当金  △844,995   △226,223   △205,007   

投資その他の資産合
計

 2,845,501   2,776,786   2,931,297   

固定資産合計   6,419,122 40.4  6,284,365 37.2  6,473,799 36.8

資産合計   15,899,228 100.0  16,890,714 100.0  17,609,794 100.0
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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 ※４ 1,201,191   1,280,125   1,098,253   

２　買掛金 ※１ 2,165,996   2,341,953   3,430,762   

３　短期借入金 ※１ 1,466,400   1,600,000   1,500,000   

４　一年以内返済予定の
長期借入金

※１ －   66,800   33,000   

５　一年以内償還予定の
社債

 80,000   480,000   480,000   

６　未払法人税等  23,919   23,500   37,351   

７　賞与引当金  101,619   106,460   －   

８　その他 ※３ 213,915   255,085   381,206   

流動負債合計   5,253,042 33.0  6,153,925 36.4  6,960,573 39.5

Ⅱ　固定負債           

１　社債  2,300,000   1,820,000   1,860,000   

２　長期借入金 ※１ －   133,200   －   

３　繰延税金負債  1,398,579   1,533,089   1,538,250   

４　退職給付引当金  38,831   －   33,924   

５　役員退職慰労引当金  76,729   81,329   82,309   

６　その他  62,884   74,833   57,144   

固定負債合計   3,877,024 24.4  3,642,452 21.6  3,571,629 20.3

負債合計   9,130,067 57.4  9,796,377 58.0  10,532,203 59.8

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,533,499 15.9  － －  2,533,499 14.3

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,704,219   －   1,704,219   

資本剰余金合計   1,704,219 10.7  － －  1,704,219 9.6

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  170,319   －   170,319   

２　任意積立金  4,408,974   －   4,408,974   

３　中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△）

 △22,516   －   158,062   

利益剰余金合計   4,556,777 28.8  － －  4,737,356 26.9

Ⅳ　土地再評価差額金   △1,802,988 △11.3  － －  △1,802,988 △10.2

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  169,911 1.1  － －  261,336 1.5

Ⅵ　自己株式   △392,257 △2.5  － －  △355,831 △2.0

資本合計   6,769,161 42.6  － －  7,077,590 40.2

負債・資本合計   15,899,228 100.0  － －  17,609,794 100.0
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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   － －  2,533,499 15.0  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,704,219   －   

資本剰余金合計   － －  1,704,219 10.1  － －

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   170,319   －   

(2）その他利益剰余金           

　　固定資産圧縮積立
金

 －   2,135,365   －   

別途積立金  －   2,250,000   －   

繰越利益剰余金  －   226,331   －   

利益剰余金合計   － －  4,782,016 28.3  － －

４　自己株式   － －  △337,167 △2.0  － －

株主資本合計   － －  8,682,566 51.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  214,758 1.3  － －

２　土地再評価差額金   － －  △1,802,988 △10.7  － －

評価・換算差額等合計   － －  △1,588,229 △9.4  － －

純資産合計   － －  7,094,337 42.0  － －

負債純資産合計   － －  16,890,714 100.0  － －
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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   11,626,389 100.0  11,661,227 100.0  24,728,162 100.0

Ⅱ　売上原価   9,036,677 77.7  9,050,638 77.6  19,430,468 78.6

売上総利益   2,589,711 22.3  2,610,588 22.4  5,297,694 21.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,372,146 20.4  2,386,902 20.5  4,713,483 19.1

営業利益   217,564 1.9  223,686 1.9  584,211 2.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  43,408 0.3  56,405 0.5  100,528 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  23,679 0.2  37,352 0.3  67,635 0.3

経常利益   237,294 2.0  242,739 2.1  617,104 2.5

Ⅵ　特別利益 ※３  45,244 0.4  －   179,479 0.7

Ⅶ　特別損失 ※４  37,327 0.3  24,558 0.2  189,672 0.8

税引前中間（当期）
純利益

  245,211 2.1  218,180 1.9  606,911 2.5

法人税、住民税及び
事業税

 12,800   13,141   27,030   

法人税等調整額  110,514 123,314 1.1 64,850 77,992 0.7 268,204 295,234 1.2

中間（当期）純利益   121,896 1.0  140,188 1.2  311,676 1.3

前期繰越利益   50,309   －   50,309  

自己株式処分差損   5,930   －   15,130  

土地再評価差額金取
崩額   188,791   －   188,791  

中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△） 

  △22,516   －   158,062  
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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 利益準備金

 その他利益剰余金

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） 2,533,499 1,704,219 170,319 2,158,974 2,250,000 158,062 △355,831 8,619,243

中間会計期間中の変動額         

前期利益処分による剰余金の配当      △76,214  △76,214

前期利益処分による役員賞与      △14,600  △14,600

前期利益処分による固定資産圧縮積

立金の取崩    △16,030    △16,030

当中間期の固定資産圧縮積立金の取

崩    △7,578    △7,578

中間純利益      140,188  140,188

自己株式の処分      △4,714 18,664 13,950

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）      23,608  23,608

中間会計期間中の変動額合計

（千円） － － － △23,608 － 68,268 18,664 63,324

平成18年９月30日　残高（千円） 2,533,499 1,704,219 170,319 2,135,365 2,250,000 226,331 △337,167 8,682,566

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券評価

差額金 土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高（千円） 261,336 △1,802,988 △1,541,652 7,077,590

中間会計期間中の変動額     

前期利益処分による剰余金の配当    △76,214

前期利益処分による役員賞与    △14,600

前期利益処分による固定資産圧縮

積立金の取崩     △16,030

当中間期の固定資産圧縮積立金の

取崩    △7,578

中間純利益    140,188

自己株式の処分    13,950

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） △46,577  △46,577 △22,969

中間会計期間中の変動額合計

（千円） △46,577 － △46,577 16,747

平成18年９月30日　残高（千円） 214,758 △1,802,988 △1,588,229 7,094,337
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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

子会社株式及び関連会社株式

同左

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しておりま

す）

 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 先入先出法による原価法 同左 同左

２　固定資産の減価償却の方

法

   

(1）有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、

建物（附属設備を除く）については、

定額法によっております。また、工

具器具備品のうち、レンタル事業に

かかる賃貸用資産については使用可

能期間を見積り、この期間で均等償

却しております。なお、主な耐用年

数は、建物及び構築物が10～50年、

機械装置及び備品が４～15年であり

ます。

同左 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。

同左 同左

(3）長期前払費用 均等償却をしております。 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）

３　引当金の計上基準    

(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

を検討し、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 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

同左 ―――――

(3）関係会社投資評価引当

金 

――――― ――――― 関係会社株式の価値の減少による損

失に備えるため、関係会社の財政状

態の実情を勘案し、必要額を見積り

計上しております。 

(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。

過去勤務債務については、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（10年）による定額法

により費用処理することとしており

ます。

数理計算上の差異については、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）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

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、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。

過去勤務債務については、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（10年）による定額法

により費用処理することとしており

ます。

数理計算上の差異については、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）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

(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給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

４　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

   

①　税効果会計 中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定

している固定資産圧縮積立金の積立

て及び取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算しており

ます。

同左 ―――――

②　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。

同左 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）

　当中間会計期間から「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

委員会　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。これにより、遊休資産に係る減

損としまして、35,938千円を特別損失

に計上し、税引前中間純利益が同額減

少しております。

 ――――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第6号）を適用しております。

　これにより、遊休資産に係る減損と

しまして、35,938千円を特別損失に計

上し、税引前当期純利益が同額減少し

ております。

  ――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

  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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）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。

  なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、7,094,337千円であ

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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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）

１．投資その他の資産の「投資有価証券」「関係会社株

式」は、前中間会計期間まで「その他」に含めて表示

しておりましたが、明瞭性の観点から当中間会計期間

より区分掲記することといたしました。なお、前中間

会計期間末の「投資有価証券」の金額は495,204千円、

「関係会社株式」の金額は748,529千円であります。

２．流動負債の「一年以内返済予定の長期借入金」は、前

中間会計期間まで「短期借入金」に含めて表示してお

りましたが、明瞭性の観点から当中間会計期間より区

分掲記することといたしました。なお、前中間会計期

間末の「一年以内返済予定の長期借入金」の金額は

66,400千円であります。
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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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

土地 1,200,663千円

建物 738,639

投資その他の資産

（投資有価証券）
225,710

計 2,165,012千円

土地 1,200,663千円

建物 713,051

投資有価証券 185,432

計 2,099,147千円

土地 1,200,663千円

建物 724,948

投資有価証券 225,872

計 2,151,483千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

買掛金 800,000千円

短期借入金 1,100,000

長期借入金 66,400

（一年以内返済予定を含む）

計 1,966,400千円

買掛金 800,000千円

短期借入金 1,200,000

長期借入金 133,200

一年以内返済予定の

長期借入金 66,800

計 2,200,000千円

買掛金 800,000千円

短期借入金 1,100,000

一年以内返済予定の

長期借入金  

33,000

計 1,933,000千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,161,347千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,176,938千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,151,575千円

※３　未払消費税等

未払消費税等は、預り消費税等と仮払

消費税等との相殺後の金額8,749千円を、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※３　未払消費税等

未払消費税等は、預り消費税等と仮払

消費税等との相殺後の金額14,485千円

を、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

―――――

―――――

 

※４　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。 

受取手形 224,420千円

支払手形 29,977千円

―――――

　５　偶発債務

保証債務

（銀行借入保証）

関係会社

　５　偶発債務

保証債務

（銀行借入保証）

関係会社

　５　偶発債務

保証債務

（銀行借入保証）

関係会社

株式会社イー・アー

ル・イー
190,000千円

株式会社イー・アー

ル・イー
160,000千円

株式会社イー・アー

ル・イー
175,000千円
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 12,020千円

受取賃貸料 19,191千円

受取利息 7,582千円

受取賃貸料 17,776千円

受取配当金 22,116千円

受取利息 20,260千円

受取賃貸料 37,604千円

受取配当金 5,936千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 10,327千円 支払利息 11,038千円

社債利息 8,094千円

たな卸資産廃棄損 2,081千円

賃借物件補修費用 6,498千円

支払利息 19,583千円

社債利息 16,774千円

たな卸資産廃棄損 14,249千円

※３　特別利益の主要項目 ―――――― ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 45,131千円 貸倒引当金戻入益 179,366千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

減損損失 35,938千円

固定資産廃棄損 1,389千円 

関係会社株式評価損 23,788千円

  

減損損失 35,938千円

関係会社投資評価引

当金繰入額
139,984千円

　当社は以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

 ―――――― 　当社は以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

遊休 土地
北海道
函館市

3,541千円

遊休 土地
千葉県
富里市

2,164千円

遊休 土地
静岡県
田方郡

942千円

遊休 土地
大阪府
泉佐野市

17,972千円

遊休 土地
福岡県
福岡市

2,809千円

遊休 土地
兵庫県
赤穂郡

1,486千円

遊休 土地
和歌山県
牟婁郡

7,021千円

用途 種類 場所 金額

遊休 土地
北海道
函館市

3,541千円

遊休 土地
千葉県
富里市

2,164千円

遊休 土地
静岡県
田方郡

942千円

遊休 土地
大阪府
泉佐野市

17,972千円

遊休 土地
福岡県
福岡市

2,809千円

遊休 土地
兵庫県
赤穂郡

1,486千円

遊休 土地
和歌山県
牟婁郡

7,021千円

（経緯）

　上記の土地については、営業所建設予定地

及び福利厚生施設建設予定地として取得しま

したが、景気の低迷による需要の落ち込み等

により現在は遊休資産としております。今後

の利用計画もなく、地価も著しく下落してい

るため、減損損失を認識いたしました。

（減損損失の金額）

土地 35,938千円

（グルーピングの方法）

　各営業所を基本とし、遊休資産については

個々の物件単位でグルーピングをしておりま

す。

（回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額は主として路線価に基づく相

続税評価額を用いております。

 (経緯）

　上記の土地については、営業所建設予定地

及び福利厚生施設建設予定地として取得しま

したが、景気の低迷による需要の落ち込み等

により現在は遊休資産としております。今後

の利用計画もなく、地価も著しく下落してい

るため、減損損失を認識いたしました。

 （グルーピングの方法）

　各営業所を基本とし、遊休資産については

個々の物件単位でグルーピングをしておりま

す。

（回収可能価額の算定方法等）

　正味売却価額は主として路線価に基づく相

続税評価額を用いております。

　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 36,034千円

無形固定資産 4,867千円

有形固定資産 35,183千円

無形固定資産 2,010千円

有形固定資産 74,180千円

無形固定資産 9,735千円
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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） 591,011 － 31,000 560,011

合計 591,011 － 31,000 560,011

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少31,000株は、ストックオプション制度の権利行使による売渡であります。
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①　リース取引

 　　　 半期報告書について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。

（１株当たり情報）

　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）

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）

（重要な資産の譲渡）

　当社は平成17年10月20日の取締役会

決議に基づき、過去におこなっており

ましたメディカルトータルシステム事

業に係る債権の一部を譲渡いたしまし

た。

(1）長期貸付債権の譲渡

①　債権額　　　679,357千円

②　引当額　　　631,500千円

③　譲渡先　有限会社病院再生

代表取締役　古川　淳

④　債権譲渡額　180,000千円

(2）契約及び譲渡の時期

平成17年11月25日

――――――

　

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――
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