
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  134円 80銭 

３．配当状況 

  

※ 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。 

  

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月16日

上場会社名 株式会社イーエムシステムズ 上場取引所 東 

コード番号 4820 本社所在都道府県 大阪府 

(URL http://www.emsystems.co.jp) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 國光 浩三 

問合せ先責任者 役職名  執行役員管理部長 氏名 宮城 孝誓 ＴＥＬ （06）6397－1888 

決算取締役会開催日 平成18年11月16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）経営成績 （注）単位未満切り捨て。

 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 4,277 27.1 811 62.0 816 66.1

17年９月中間期 3,365 32.9 500 1,020.3 491 726.5

18年３月期 7,341  1,274  1,240  

 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 451 74.2 57 05

17年９月中間期 258 582.9 37 50

18年３月期 720  98 74

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 7,907,911株 17年９月中間期 6,905,863株 18年３月期 6,989,180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  

 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 9,598 6,527 67.1 812 83

17年９月中間期 9,409 3,314 35.2 479 89

18年３月期 9,247 6,128 66.3 771 39

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 7,918,413株 17年９月中間期 6,905,863株 18年３月期 7,905,813株

②期末自己株式数 18年９月中間期 937株 17年９月中間期 887株 18年３月期 937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 9,038  1,955  1,065  

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 0.00 15.00 15.00

19年３月期（実績） 0.00 － －

19年３月期（予想） 0.00 15.00 15.00
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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   1,404,312 544,009 1,058,031 

２．受取手形   213,209 99,112 234,447 

３．売掛金   1,763,511 2,156,498 1,891,332 

４．有価証券   203,295 103,388 203,311 

５．たな卸資産   234,838 171,345 187,004 

６．繰延税金資産   110,125 137,094 143,966 

７．その他   78,428 100,604 46,262 

貸倒引当金   △200 △200 △4,977 

流動資産合計     4,007,521 42.6 3,311,853 34.5   3,759,379 40.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物   289,083 243,659 279,433 

(2）土地   3,856,671 3,800,781 3,856,671 

(3）建設仮勘定   － 1,032,698 － 

(4）その他   145,161 194,813 237,847 

有形固定資産合
計 

    4,290,915 5,271,952   4,373,952

２．無形固定資産       

(1）ソフトウェア   236,648 123,038 186,075 

(2）その他   4,996 4,996 4,996 

無形固定資産合
計 

    241,645 128,034   191,071

３．投資その他の資
産 

      

(1）敷金及び保証
金 

  269,493 281,026 271,392 

(2）その他   599,825 605,649 651,674 

貸倒引当金   △13 △84 △84 

投資その他の資
産計 

    869,304 886,591   922,983

固定資産合計     5,401,865 57.4 6,286,579 65.5   5,488,008 59.3

資産合計     9,409,386 100.0 9,598,432 100.0   9,247,387 100.0 
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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   37,003 43,227 33,911 

２．買掛金   331,869 372,905 398,295 

３．短期借入金   3,500,000 450,000 － 

４．１年以内返済予
定長期借入金 

  130,600 － 41,000 

５．未払金   205,654 259,987 451,132 

６．未払法人税等   310,027 435,635 562,947 

７．前受収益   157,663 233,923 201,036 

８．賞与引当金   196,500 229,807 215,466 

９．その他 ※２ 73,074 100,600 117,278 

流動負債合計     4,942,393 52.5 2,126,085 22.2   2,021,068 21.9

Ⅱ 固定負債       

１．繰延税金負債   776,411 655,670 695,564 

２．退職給付引当金   123,398 129,419 131,507 

３．役員退職慰労引
当金 

  106,050 3,820 112,560 

４．製品保証引当金   147,076 156,339 158,236 

固定負債合計     1,152,935 12.3 945,248 9.8   1,097,867 11.9

負債合計     6,095,329 64.8 3,071,334 32.0   3,118,935 33.7
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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） 

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     389,209 4.1 － －   1,563,209 16.9

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   360,994 － 1,534,314 

資本剰余金合計     360,994 3.8 － －   1,534,314 16.6

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   6,368 － 6,368 

２．任意積立金   2,092,433 － 2,092,433 

３．中間(当期)未処
分利益 

  456,967 － 918,129 

利益剰余金合計     2,555,769 27.2 － －   3,016,931 32.6

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    8,680 0.1 － －   14,697 0.2

Ⅴ 自己株式     △595 △0.0 － －   △699 △0.0

資本合計     3,314,057 35.2 － －   6,128,452 66.3

負債資本合計     9,409,386 100.0 － －   9,247,387 100.0 

        

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本              

１ 資本金    － －  1,567,808 16.3  － － 

２ 資本剰余金            

  資本準備金  －   1,538,913   －   

資本剰余金合計   － －  1,538,913 16.0  － － 

３ 利益剰余金            

(1) 利益準備金  －   6,368   －   

(2) その他利益剰

余金 
            

プログラム準

備金 
 －   1,074,586   －   

別途積立金  －   1,450,000   －   

繰越利益剰余

金 
 －   788,537   －   

利益剰余金合計    － －  3,319,492 34.6  － － 

４ 自己株式    － －  △699 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  6,425,514 66.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等             

その他有価証券評

価差額金 
  － －  10,792 0.1  － － 

評価・換算差額等

合計 
  － －  10,792 0.1  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  90,791 0.9  － － 

純資産合計   － －  6,527,097 68.0  － － 

負債純資産合計   － －  9,598,432 100.0  － － 
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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     3,365,136 100.0 4,277,538 100.0   7,341,424 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,441,569 42.8 1,748,689 40.9   3,064,785 41.7

売上総利益     1,923,566 57.2 2,528,848 59.1   4,276,638 58.3

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    1,422,738 42.3 1,717,496 40.1   3,002,450 40.9

営業利益     500,827 14.9 811,352 19.0   1,274,188 17.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   44,864 1.3 51,643 1.2   97,416 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   53,723 1.6 46,044 1.1   130,782 1.8

経常利益     491,968 14.6 816,950 19.1   1,240,822 16.9

Ⅵ 特別利益     33,060 1.0 115,797 2.7   5,630 0.1

Ⅶ 特別損失     21,500 0.6 92,513 2.2   21,740 0.3

税引前中間(当
期)純利益 

    503,528 15.0 840,234 19.6   1,224,712 16.7

法人税、住民税
及び事業税 

  299,325 419,434 678,155 

法人税等調整額   △54,771 244,554 7.3 △30,348 389,086 9.1 △173,578 504,576 6.9

中間（当期）純
利益 

    258,973 7.7 451,148 10.5   720,135 9.8

前期繰越利益     197,993 －   197,993

中間(当期)未処
分利益 

    456,967 －   918,129
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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） 
                                            （単位：千円）

 株主資本 
評価・換

算差額等 

新株予約権

 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額

金  

 

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金  

 
プログラム

準備金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

前会計年度末 1,563,209 1,534,314 6,368 1,442,433 650,000 918,129 △699 6,113,755 14,697 －

中間会計期間中

の変動額 
                    

新株予約権の

行使 
4,599 4,599 － － － － － 9,198 － －

プログラム準

備金取崩し 
－ － － △367,846 － 367,846 － － － －

別途積立金の

積立て 
－ － － － 800,000 △800,000 － － － －

剰余金の配当 － － － － － △118,587 － △118,587 － －

役員賞与 － － － － － △30,000 － △30,000 － －

中間純利益 － － － － － 451,148 － 451,148 － －

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額 

－ － － － － － － － △3,904 90,791

中間会計期間中

の変動額合計 
4,599 4,599 － △367,846 800,000 △129,592 － 311,759 △3,904 90,791

当中間会計期間

末 
1,567,808 1,538,913 6,368 1,074,586 1,450,000 788,537 △699 6,425,514 10,792 90,791
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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 

(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 

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 

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 

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 

商品・製品・原材料 

総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品・製品・原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

商品・製品・原材料 

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、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物       ８～52年 

 工具、器具及び備品 

４～５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 

 市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間が１

年であるため取得年度に全額償

却しております。 

 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)に基づく定額法によ

っております。 

(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、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、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 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、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。 
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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）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（５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するこ

ととしております。 

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第３号 平成17年

３月16日）及び「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を

適用しております。これにより営

業利益、経常利益及び税引前中間

純利益は6,960千円増加しており

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。 

 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（５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するこ

ととしております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(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、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（５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するこ

ととしております。 

  

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企

業会計基準第３号 平成17年３月

16日）及び「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第

７号 平成17年３月16日）を適用

しております。これにより営業利

益、経常利益及び税引前当期純利

益は6,960千円増加しております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額の100％を計上して

おります。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額の100％を計上して

おります。 

（追加情報） 

 平成18年6月29日開催の定時

株主総会において、取締役退職

慰労金制度の廃止に伴いストッ

クオプションとして新株予約権

を発行する決議案が承認されて

おります。これにより、役員退

職慰労引当金取崩益を特別利益

として111,020千円、株式報酬

費を特別損失として86,720千円

計上しております。     

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額の100％を計上しておりま

す。 

 (5）製品保証引当金 

 無償保証契約付で販売した製

品・商品の保証期間内に発生す

るアフターサービス費用の支出

に備えるため、当中間会計期間

の実績に基づき見積った必要額

を計上しております。 

(5）製品保証引当金 

同左 

(5）製品保証引当金 

 無償保証契約付で販売した製

品・商品の保証期間内に発生す

るアフターサービス費用の支出

に備えるため、当事業年度の実

績に基づき見積った必要額を計

上しております。 
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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．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）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 

 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。 

 (2）税効果会計適用による利益処

分方式の諸準備金の取扱い 

 中間会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」及び

「法人税等調整額」は、提出会

社の当期に予定している利益処

分による租税特別措置法上の諸

準備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。 

────── 
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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6,436,306千円であります。 

 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

規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表規

則により作成しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当中間会計期間より、「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号 平成17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。 

 これにより営業利益及び経常利益は4,071

千円、税引前中間純利益は90,791千円、それ

ぞれ減少しております。 

──────  
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（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 

項目 
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 

463,658千円        532,978千円        506,496千円 

※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、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。 

同左 ───── 

 ３．コミットメントライン 

   契約    

  

─────  当社は、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引金融機関（３

行）とコミットメントライン契約

を締結しております。 

 この契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

コミットメット

ライン総額 
9,000,000千円 

借入実行残高 450,000千円 

 差引額 8,550,000千円 

───── 

 ４．中間期末日満期手形 ─────  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

日が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 38,448千円 

 支払手形    － 千円 

───── 

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．営業外収益のうち主要

なもの 

      

受取利息 

有価証券利息 

関係会社地代家賃収

入 

地代家賃収入 

978千円

 165 

19,548 

  

 22,439 

   1,059千円

  2,095 

      22,548 

  

      24,710 

     2,101千円

   185 

      42,096 

  

      49,108 

※２．営業外費用のうち主要

なもの 

      

支払利息 

支払手数料 

関係会社関連費用 

商品評価損 

8,024千円

－  

 20,546 

22,848 

     72千円

 328 

       20,793 

      19,295 

     15,207千円

－  

       41,093 

 45,528 

 ３．減価償却実施額       

有形固定資産 

無形固定資産 

38,121千円

225,864 

      52,125千円

       225,472 

      83,735千円

        429,872 

  
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  937 － － 937 

     合計 937 － － 937 
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① リース取引 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

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） 

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 
(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) 

車両運
搬具 

29,825 20,316 9,508

工具器
具備品 

7,123 5,936 1,187

合計 36,948 26,253 10,695

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) 

車両運
搬具 

29,791 14,830 14,961

工具器
具備品

53,804 21,885 31,918

合計 83,595 36,715 46,879

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) 

車両運
搬具 

37,359 19,294 18,064

工具器
具備品 

60,928 14,659 46,268

合計 98,287 33,954 64,333

 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額等 

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

当額等 

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

等 

未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 8,535千円

１年超 2,458千円

合計 10,994千円

１年内      25,375千円

１年超      30,476千円

合計       55,852千円

１年内       27,027千円

１年超      41,189千円

合計       68,216千円

 (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 6,281千円

減価償却費相当

額 
5,994千円

支払利息相当額 195千円

支払リース料     15,379千円

減価償却費相当

額 
    19,692千円

支払利息相当額    784千円

支払リース料     17,678千円

減価償却費相当

額 
    20,447千円

支払利息相当額    729千円

 (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10％として計算した定率

法による減価償却費相当額に簡便

的に９分の10を乗じた額を各期の

減価償却費相当額としておりま

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 

 (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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

 （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。 

（減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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 479.89円

１株当たり中間純利益 37.50円

 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、希薄化効果を有して

いる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     812.83円

１株当たり中間純利益      57.05円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
     56.21円

１株当たり純資産額     771.39円

１株当たり当期純利益      98.74円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
     97.65円

  

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） 258,973 451,148 720,135 

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） 
258,973 451,148 690,135 

期中平均株式数（株） 6,905,863 7,907,911 6,989,180 

        

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） － －  －  

普通株式増加数（株） － 118,070 78,119 

（うち新株予約権） － (118,070) (78,119) 

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 

平成16年６月29日定時株主

総会決議によるストックオ

プション 

（株式の数149,700株） 

平成18年６月29日定時株主

総会決議によるストックオ

プション 

（株式の数53,900株） 

－ 
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