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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                                                                            (百万円未満切捨）  

 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 3,025 (   7.0) 249 ( △17.6) 151 ( △18.9)

１７年９月中間期 2,829 (  12.1) 302 (  33.0) 187 (  84.3)

１８年３月期 5,798  593  360  

 
中間(当期)純利益
又は純損失（△）

１株当たり中間(当期)
純利益又は純損失（△）

 百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期 65 (     －) 9 92

１７年９月中間期 △194 (     －) △29 60

１８年３月期 177  26 21

 ①期中平均株式数 18年９月中間期 6,563,500株 17年９月中間期 6,563,500株 18年３月期 6,563,500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                                                                            （百万円未満切捨）  

 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 14,408 1,421 9.9 216 54

１７年９月中間期 15,017 1,041 6.9 158 66

１８年３月期 14,947 1,427 9.5 216 75

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 6,563,500株 17年９月中間期 6,563,500株 18年３月期 6,563,500株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 108,500株 17年９月中間期 108,500株 18年３月期 108,500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 5,900 300 165

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   25円  14銭  

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 － 8.00 8.00

19年３月期（実績） － －
8.00

19年３月期（予想） － 8.00

（注）本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予測であ
り、潜在的なリスクや不確定な要素が含まれております。したがって、実際の業績は様々な要因により、本資料に
記載されている業績予想等とは異なることがありますことをご承知おき下さい。
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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)

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預
金

649,124 501,735  1,220,435

２．受取手形 ※５ 36,868 47,812  37,666

３．営業未収金 696,732 792,502  704,109

４．たな卸資産 3,349 4,727  2,739

５．その他  144,014 150,678  145,368

貸倒引当金 △908 △1,185  △1,165

流動資産合計 1,529,181 10.2 1,496,270 10.4 △32,911 2,109,154 14.1

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定資
産

※１  

(1）建物 ※２ 6,001,453 5,502,232  5,641,103

(2）土地 ※２ 5,859,882 5,795,739  5,668,889

(3）その他 567,056 540,249  536,174

有形固定資
産合計

12,428,391 11,838,221  11,846,167  

２．無形固定資
産

32,831 37,750  43,675  

３．投資その他
の資産

 

(1) 投資その
他の資産

1,015,089 1,034,951  945,226

貸倒引当
金

△2,041 △1,033  △845

投資その他
の資産合計

1,013,047 1,033,917  944,380  

固定資産合計 13,474,270 89.7 12,909,889 89.6 △564,380 12,834,224 85.9

Ⅲ．繰延資産 14,483 0.1 1,950 0.0 △12,533 3,900 0.0

資産合計 15,017,935 100.0 14,408,109 100.0 △609,825 14,947,278 100.0
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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)

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．支払手形 ※５ 31,652 27,159  22,061

２．営業未払金 205,875 219,588  220,606

３．短期借入金 ※２ 957,000 937,000  943,000

４．１年内に返
済予定の長
期借入金

※２ 1,616,090 1,904,480  1,517,800

５．未払法人税
等

88,356 54,141  186,013

６．賞与引当金 58,300 58,800  56,200

７．その他
※２
※４

560,159 851,111  625,824

流動負債合計 3,517,433 23.4 4,052,280 28.1 534,846 3,571,506 23.9

Ⅱ．固定負債  

１．社債 ※２ 2,562,500 2,087,500  2,475,000

２．長期借入金 ※２ 6,120,157 5,197,677  5,800,217

３．退職給付引
当金

334,601 340,040  332,605

４．役員退職慰
労引当金

131,247 139,358  135,222

５．その他 ※２ 1,310,644 1,170,011  1,205,116

固定負債合計 10,459,150 69.7 8,934,587 62.0 △1,524,563 9,948,161 66.6

負債合計 13,976,584 93.1 12,986,867 90.1 △989,716 13,519,667 90.5

（資本の部）

Ⅰ．資本金 689,300 4.6 － － △689,300 689,300 4.6

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 301,343 － 301,343

２．その他資本
剰余金

31 － 31

資本剰余金合
計

301,375 2.0 － － △301,375 301,375 2.0

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 88,684 － 88,684

２．任意積立金 85,254 － 85,254

３．中間（当
期）未処分
利益

1,808,560 － 2,012,299

利益剰余金合
計

1,982,498 13.2 － － △1,982,498 2,186,238 14.6

Ⅳ．土地再評価差
額金

△1,950,038 △13.0 － － 1,950,038 △1,782,512 △11.9

Ⅴ．その他有価証
券評価差額金

57,549 0.4 － － △57,549 72,543 0.5

Ⅵ．自己株式 △39,334 △0.3 － － 39,334 △39,334 △0.3

資本合計 1,041,350 6.9 － － △1,041,350 1,427,610 9.5

負債資本合計 15,017,935 100.0 － － △15,017,935 14,947,278 100.0
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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)

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１．資本金 － － － 689,300 4.8 689,300 － －

２．資本剰余金

(1) 資本準備
金

－ 301,343 －

(2) その他資
本剰余金

　　資本準備
金減少差
益

－ 31 －

資本剰余金
合計

－ － 301,375 2.1 301,375 － －

３．利益剰余金

(1) 利益準備
金

－ 88,684 －

(2) その他利
益剰余金

　　圧縮記帳
積立金

－ 44,754 －

　　別途積立
金

－ 40,500 －

　　繰越利益
剰余金

－ 2,019,917 －

利益剰余金
合計

－ － 2,193,856 15.2 2,193,856 － －

４．自己株式 － － △39,334 △0.3 △39,334 － －

株主資本合計 － － 3,145,197 21.8 3,145,197 － －

Ⅱ．評価・換算差
額等

１．その他有価
証券評価差
額金

－ － 58,556 0.4 58,556 － －

２．土地再評価
差額金

－ － △1,782,512 △12.3 △1,782,512 － －

評価・換算差
額等合計

－ － △1,723,955 △11.9 △1,723,955 － －

純資産合計 － － 1,421,241 9.9 1,421,241 － －

負債純資産合
計

－ － 14,408,109 100.0 14,408,109 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．営業収益 2,829,129 100.0 3,025,975 100.0 196,845 5,798,842 100.0

Ⅱ．営業原価 2,276,745 80.5 2,514,144 83.1 237,398 4,716,625 81.3

営業総利益 552,384 19.5 511,831 16.9 △40,552 1,082,217 18.7

Ⅲ．販売費及び一般
管理費

249,676 8.8 262,398 8.7 12,722 488,770 8.4

営業利益 302,708 10.7 249,432 8.2 △53,275 593,446 10.3

Ⅳ．営業外収益 ※１ 17,018 0.6 13,137 0.4 △3,880 26,154 0.4

Ⅴ．営業外費用 ※２ 132,566 4.7 110,832 3.6 △21,734 258,603 4.5

経常利益 187,159 6.6 151,737 5.0 △35,422 360,998 6.2

Ⅵ．特別利益 ※３ － － 47 0.0 47 354,071 6.1

Ⅶ．特別損失
※４
※６

317,618 11.2 35,523 1.2 △282,094 320,140 5.5

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
(△）

△130,458 △4.6 116,261 3.8 246,719 394,929 6.8

法人税、住民
税及び事業税

 82,800  48,900   245,800

法人税等還付
額

 15,742  －   15,742

法人税等調整
額

 △3,262 63,795 2.3 2,235 51,135 1.6 △12,659 △12,140 217,917 3.8

中間（当期）
純利益又は中
間純損失(△)

△194,253 △6.9 65,125 2.2 259,379 177,012 3.0

前期繰越利益 2,002,813 －  2,002,813

再評価差額金
取崩額

－ －  △167,525

中間（当期）
未処分利益

1,808,560 －  2,012,299
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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
金合計圧縮記帳

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）
689,300 301,343 31 301,375 88,684 44,754 40,500 2,012,299 2,186,238 △39,334 3,137,579

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当(注)        △52,508 △52,508  △52,508

役員賞与(注)        △5,000 △5,000  △5,000

中間純利益        65,125 65,125  65,125

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）
－ － － － － － － 7,617 7,617 － 7,617

平成18年９月30日　

残高（千円）
689,300 301,343 31 301,375 88,684 44,754 40,500 2,019,917 2,193,856 △39,334 3,145,197

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）
72,543 △1,782,512 △1,709,969 1,427,610

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当(注)    △52,508

役員賞与(注)    △5,000

中間純利益    65,125

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△13,986  △13,986 △13,986

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
△13,986 － △13,986 △6,368

平成18年９月30日　

残高（千円）
58,556 △1,782,512 △1,723,955 1,421,241

 　　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

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

満期保有目的の債券

    償却原価法（定額法)

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

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）

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

建物、構築物、機械装置

　　　　　　　　　　定額法

その他　　　　　　　定率法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法と同一の基準

によっております。

(2）無形固定資産

定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

 ３年間で毎期均等額を償却する

方法

社債発行費

同左

社債発行費

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　営業未収金・貸付金等債権の貸

倒れによる損失に備えるため設定

したものであり、以下の方法によ

り計上しております。

一般債権　　　　貸倒実績率

貸倒懸念債権及び破産更生債権

　　　　　　財務内容評価法

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与支給見込額

のうち当中間会計期間負担額を当

中間会計期間の費用に計上するた

め設定したものであり、支給見込

額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与支給見込額

のうち当期負担額を当期の費用に

計上するため設定したものであり、

支給見込額に基づき計上しており

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

　従業員に対する退職給付に備え

るため設定したものであり、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。

(3）退職給付引当金

 同左

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため設定したものであり、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。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため設定したものであり、

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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため設定したものであり、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を原則としてお

りますが、特例処理の要件を満た

す金利スワップ等については、特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ対象とヘッジ手段

　ヘッジ対象は、変動金利及び固

定金利による借入金であり、ヘッ

ジ手段として金利スワップ取引及

びキャップ取引を利用しておりま

す。

(2）ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金に係る相場変動リスク及

びキャッシュ・フロー変動リスク

を効率的に管理して、金利コスト

を合理的に軽減する目的でヘッジ

取引を利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計額

を比較することによりヘッジ有効

性を評価しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5）その他のリスク管理方針

　金利デリバティブ取引のリスク

管理規程を作成して借入金の管理

の中に包括して実施しております。

(5）その他のリスク管理方針

同左

(5）その他のリスク管理方針

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）

７．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。

消費税等の会計処理

　同左

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、控

除対象外消費税及び地方消費税は

当事業年度の費用として処理して

おります。

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。

これにより税引前中間純利益が308,176千円

減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しております。

 ────── （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。これにより税引前当期純利

益は308,176千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 

 ────── （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1,421,241千円であります。

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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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

4,333,099千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,517,670千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,390,471千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物 5,859,849千円

土地 5,853,916千円

計 11,713,766千円

建物 5,330,491千円

土地 5,662,924千円

計 10,993,416千円

建物 5,501,629千円

土地 5,662,924千円

計 11,164,554千円

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 955,000千円

長期借入金 7,736,247千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む)

社債に係る

銀行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）
64,246千円

固定負債

（その他）
417,599千円

計 10,773,092千円

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,102,157千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む)

社債に係る

銀行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）
64,246千円

固定負債

（その他）
353,353千円

計 10,054,756千円

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,318,017千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む)

社債に係る

銀行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）

64,246千円

固定負債

（その他）
385,476千円

計 10,302,739千円

　上記の土地のうち190,992千

円及び建物のうち221,539千円

は黒川興産合資会社（関係会

社）の銀行借入金211,788千円

に対する第三者担保提供であり

ます。

３．保証債務

次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

27,700 借入債務

３．保証債務

次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

24,556 借入債務

３．保証債務

次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

26,128 借入債務

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等の中間会計期間末残高は相殺

し、流動負債の「その他」に含

めております。 

※４．消費税等の取扱い

同左

 ──────
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

  ───── ※５．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。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、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。

受取手形 15,531千円

支払手形 2,744千円

 ─────
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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 366千円

受取配当金 5,517千円

保険代理店収入 3,364千円

保険返戻金 2,055千円

受取利息 88千円

受取配当金 5,872千円

保険代理店収入 2,516千円

寮・社宅家賃収

入

1,993千円

受取利息 632千円

受取配当金 5,934千円

保険代理店収入 5,767千円

※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 95,362千円

社債利息 13,794千円

支払利息 88,760千円

社債利息 10,954千円

支払利息 187,287千円

社債利息 25,016千円

──── ──── ※３．特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益 354,071千円

※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 308,176千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 31,992千円

※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 308,176千円

　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 186,325千円

無形固定資産 4,053千円

有形固定資産 182,818千円

無形固定資産 5,238千円

有形固定資産 367,780千円

無形固定資産 8,206千円

※６．減損損失

当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしま

した。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社は主として各事業所をグ

ルーピングの単位としておりま

す。

継続的な地価の下落により、

上記事業所における資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(308,176

千円)として特別損失に計上し

ており、その内訳は全て土地で

あります。

なお、各資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定

し、将来キャッシュ・フローを

2.6％で割り引いて算定してお

ります。

───── ※６．減損損失

当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしま

した。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社は主として各事業所をグ

ルーピングの単位としておりま

す。

継続的な地価の下落により、

上記事業所における資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(308,176

千円)として特別損失に計上し

ており、その内訳は全て土地で

あります。

なお、各資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定

し、将来キャッシュ・フローを

2.6％で割り引いて算定してお

ります。

（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 108,500 － － 108,500

合計 108,500 － － 108,500
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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）

借手側

　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

借手側

　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

借手側

　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)

(有形固定資
産)その他

27,497 14,959 12,538

無形固定資産 168,655 126,106 42,549

合計 196,153 141,065 55,087

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)その他

21,877 14,027 7,849

無形固定資産 122,054 109,906 12,148

合計 143,932 123,934 19,997

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)その他

23,420 13,328 10,092

無形固定資産 149,983 123,198 26,785

合計 173,404 136,527 36,877

　（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

により算定しております。

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り算

定しております。

(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 35,089千円

１年超 19,997千円

合計 55,087千円

１年内 14,577千円

１年超 5,420千円

合計 19,997千円

１年内 28,449千円

１年超 8,427千円

合計 36,877千円

　（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。

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、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

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

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

及び減損損失

支払リース料 21,051千円

減価償却費相当

額
21,051千円

支払リース料 16,879千円

減価償却費相当

額
16,879千円

支払リース料 39,261千円

減価償却費相当

額
39,261千円

(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

存価額を零または残価保証額とす

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

(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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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）

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 158円66銭

１株当たり中間純損失金

額
29円60銭

１株当たり純資産額 216円54銭

１株当たり中間純利益金

額
9円92銭

１株当たり純資産額 216円75銭

１株当たり当期純利益金

額
26円21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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

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。

　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）純利益金額又は１株当たり中間純損失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)

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円）

△194,253 65,125 177,012

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (5,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

△194,253 65,125 172,012

期中平均株式数（株） 6,563,500 6,563,500 6,563,500

（重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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