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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 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,778 (   4.4) 359 (   5.3) 334 (  12.0)

17年９月中間期 3,617 (　 1.1) 341 (△43.8) 298 (△49.6)

18年３月期 7,678 954 875

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 569 ( 501.9) 8,494 96

17年９月中間期 94 (△73.3) 1,417 08

18年３月期 306 4,584 90

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 67,014.00株 17年９月中間期 66,745.61株 18年３月期 66,879.44株

②会計処理の方法の変更 有

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 （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 16,269 8,336 51.2 124,393 48

17年９月中間期 15,640 7,668 49.0 114,429 26

18年３月期 16,565 7,878 47.6 117,569 79

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  67,014.00株 17年９月中間期 67,014.00株 18年３月期 67,014.00株

②期末自己株式数 18年９月中間期 3.52株 17年９月中間期 3.52株 18年３月期 3.52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 7,872  833  866  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　12,930円64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 － 1,650 1,650

19年３月期（実績） － －
1,650

19年３月期（予想） － 1,650

（注）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。
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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   1,995,058   2,881,719  886,660  2,048,411  

２．受取手形   939   336  △603  1,353  

３. 売掛金   1,006,905   1,035,081  28,175  1,700,785  

４. たな卸資産   1,622   1,166  △456  1,692  

５．繰延税金資産   42,671   63,701  21,029  36,382  

６．その他   206,321   272,199  65,877  165,152  

貸倒引当金   △13,394   △9,000  4,393  △13,824  

流動資産合計   3,240,124 20.7  4,245,202 26.1 1,005,077  3,939,954 23.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1           

(1）構築物 ※2,3  9,783,125   10,509,322  726,197  10,110,849  

(2）土地 ※2  908,328   211,830  △696,497  908,328  

(3）その他 ※2,3  1,052,571   761,610  △290,961  981,260  

有形固定資産合計   11,744,025 75.1  11,482,764 70.6 △261,261  12,000,438 72.4

２．無形固定資産   264,664 1.7  177,612 1.1 △87,052  230,498 1.4

３．投資その他の資産            

  (1）繰延税金資産   133,445   112,702  △20,743  140,575  

  (2）その他   267,484   260,567  △6,917  263,781  

貸倒引当金   △9,689   △9,525  164  △10,167  

投資その他の資産合
計

  391,240 2.5  363,744 2.2 △27,496  394,189 2.4

固定資産合計   12,399,930 79.3  12,024,120 73.9 △375,810  12,625,125 76.2

資産合計   15,640,055 100.0  16,269,323 100.0 629,267  16,565,079 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１.買掛金   404,307   458,164  53,857  574,761  

２.１年内償還予定社債 ※2  60,000   60,000  －  60,000  

３.短期借入金   800,000   －  △800,000  800,000  

４.１年内返済予定長期借
入金

※2  1,179,730   1,088,344  △91,386  953,044  

５.未払法人税等   74,000   410,632  336,632  29,684  

６.賞与引当金   45,688   49,716  4,028  48,048  

７.その他 ※4  1,189,527   639,817  △549,710  1,050,772  

流動負債合計   3,753,252 24.0  2,706,675 16.7 △1,046,577  3,516,310 21.2

Ⅱ　固定負債            

１.社債 ※2  1,420,000   1,360,000  △60,000  1,390,000  

２.長期借入金 ※2  2,640,300   3,752,734  1,112,434  3,615,056  

３.退職給付引当金   45,066   46,595  1,528  46,162  

４.役員退職慰労引当金   108,250   67,190  △41,060  114,730  

５.その他   4,824   24  △4,800  3,999  

固定負債合計   4,218,440 27.0  5,226,543 32.1 1,008,102  5,169,947 31.2

負債合計   7,971,693 51.0  7,933,218 48.8 △38,474  8,686,257 52.4
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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

（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,685,005 17.2  － － △2,685,005  2,685,005 16.2

Ⅱ　資本剰余金            

  資本準備金  2,339,683   － －  △2,339,683 2,339,683   

資本剰余金合計   2,339,683 14.9  － － △2,339,683  2,339,683 14.2

Ⅲ　利益剰余金            

  １.利益準備金  4,000    －   4,000   

  ２.任意積立金  2,300,399    －   2,300,399   

  ３.中間(当期)未処分利
益

 336,708   － －   548,759   

利益剰余金合計   2,641,108 16.9  － － △2,641,108  2,853,159 17.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,898 0.0  － － △2,898  1,306 0.0

Ⅴ　自己株式   △332 △0.0  － － 332  △332 △0.0

資本合計   7,668,362 49.0  － － △7,668,362  7,878,821 47.6

負債・資本合計   15,640,055 100.0  － － △15,640,055  16,565,079 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１.資本金  －  2,685,005  2,685,005 －  

２.資本剰余金  －     －  

　(1)資本準備金  －  2,339,683   2,339,683 －  

　　資本剰余金合計  －  2,339,683  2,339,683 －  

３.利益剰余金  －     －  

　(1)利益準備金  －  4,000   4,000 －  

　(2)その他利益剰余金  －      －  

　   別途積立金  －  2,500,000   2,500,000 －  

　   繰越利益剰余金  －  807,867   807,867 －  

　　利益剰余金合計  －  3,311,867  3,311,867 －  

４.自己株式  －  △332  △332 －  

株主資本合計  － － 8,336,223 51.2 8,336,223 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
－  △118 △0.0 △118 －  

評価・換算差額等合計 － － △118 △0.0 △118 － －

純資産合計 － － 8,336,104 51.2 8,336,104 － －

負債及び純資産合計 － － 16,269,323 100.0 16,269,323 － －
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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　売上高   3,617,500 100.0  3,778,141 100.0 160,641  7,678,506 100.0

Ⅱ　売上原価   2,311,467 63.9  2,334,171 61.8 22,703  4,746,903 61.8

売上総利益   1,306,032 36.1  1,443,970 38.2 137,937  2,931,602 38.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   964,200 26.7  1,084,116 28.7 119,915  1,976,882 25.8

営業利益   341,832 9.4  359,854 9.5 18,021  954,720 12.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  19,889 0.5  16,391 0.4 △3,498  36,207 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  63,425 1.7  42,204 1.1 △21,220  115,471 1.5

経常利益   298,297 8.2  334,040 8.8 35,743  875,457 11.4

Ⅵ　特別利益 ※3  － －  1,342,923 35.5 1,342,923  － －

Ⅶ　特別損失 ※4  130,601 3.6  708,184 18.7 577,583  365,849 4.8

税引前中間（当期）純利
益

  167,695 4.6  968,779 25.6 801,084  509,607 6.6

法人税、住民税及び事業
税

 66,968   397,969   331,000 196,583   

法人税等調整額  6,142 73,111 2.0 1,529 399,498 10.5 △4,613 6,389 202,972 2.6

中間（当期）純利益   94,584 2.6  569,281 15.1 474,697  306,635 4.0

前期繰越利益   242,124   －  －  242,124  

中間（当期）未処分利益   336,708   －  －  548,759  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

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）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 399 2,300,000 548,759 2,853,159 △332 7,877,514

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩し

（注）
    △399  399 －  －

別途積立金の積立て（注）      200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当（注）       △110,573 △110,573  △110,573

中間純利益       569,281 569,281  569,281

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）
－ － － － △399 200,000 259,107 458,708 － 458,708

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 － 2,500,000 807,867 3,311,867 △332 8,336,223

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）
1,306 1,306 7,878,821

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
  －

別途積立金の積立て

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △110,573

中間純利益   569,281

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1,425 △1,425 △1,425

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△1,425 △1,425 457,282

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
△118 △118 8,336,104

 （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. 有価証券の評価基準

及び評価方法

子会社株式

　　移動平均法による原

　　価法

子会社株式

　同　左

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

　平均法により算定し

　ております。）　　　

　　　

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

　しております。）　　

　　　　

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. たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

未成工事支出金及び番組　

勘定

個別法による原価法

番組勘定

　　　同　左

番組勘定

　　　  同　左

 

３. 固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物　　　　２～40年

構築物　　　５～20年

機械及び装置

      　　　２～15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

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

均等償却

(3）長期前払費用

　　　同　左

(3）長期前払費用

　　　同　左

４. 繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費

　支出時の費用として処理

しております。 　　

(2) 新株発行費

　支出時の費用として処理

　しております。 　　

──────

 

 

       

(1) 社債発行費

　支出時の費用として処理

しております。 　　

(2) 新株発行費

　支出時の費用として処理

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）

５. 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えて、

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

　期末債権の貸倒損失に備

えて、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。

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支

給に備えて、支給見込額の

うち当中間会計期間に対応

する額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　同　左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支

給に備えて、支給見込額の

うち当事業年度に対応する

額を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

て、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、退職給付債務の計

算については簡便法によっ

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

て、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

に基づき計上しております。

　なお、退職給付債務の計

算については簡便法によっ

ております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職金支給に備え

て、内規に基づく中間期末

要支給額相当額を計上して

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

　役員の退職金支給に備え

て、内規に基づく期末要支

給額相当額を計上しており

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）

６. 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ファ

イナンス・リース取引につい

ては、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっ

ております。それ以外のリー

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。

　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

７. ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、

特例処理の要件を満たして

おり、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）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワッ

プ

ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同　左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同　左

 

　

 (3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減及び金

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。

(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

　特例処理を採用しており、

有効性の評価を省略してお

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

８. 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

　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

　　　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） ────── （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。また、これによ

る損益に与える影響はありません。

 

　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。また、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8,336,104千円であります。

　なお、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 ※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

 13,774,483千円    12,188,677千円   13,411,804千円

※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。

※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。

※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。

建物 349,044千円

構築物 9,542,170千円

機械及び装置 514,834千円

土地 799,530千円

計 11,205,579千円

建物 114,243千円

構築物 10,509,322千円

機械及び装置   419,103千円

土地    124,830千円

計 11,167,500千円

建物   362,083千円

構築物 10,110,849千円

機械及び装置 469,096千円

土地  799,530千円

計 11,741,560千円

上記のうち工場財団抵当に供し

ている資産

上記有形固定資産はすべて工場

財団抵当に供している資産であり

ます。

上記のうち工場財団抵当に供し

ている資産

担保資産  

建物 94,092千円

構築物 9,542,170千円

機械及び装置 514,834千円

土地 124,830千円

計 10,275,927千円

担保資産  

建物 114,376千円

構築物 10,110,849千円

機械及び装置 469,096千円

土地 124,830千円

計 10,819,153千円

　　　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。

  

１年内返済予

定長期借入金
468,600千円

長期借入金 1,487,800千円

１年内償還予

定社債
60,000千円

社債 1,420,000千円

計 3,436,400千円

  

１年内返済予

定長期借入金
   310,400千円

長期借入金 1,451,400千円

計  1,761,800千円

  

１年内返済予

定長期借入金
482,600千円

長期借入金  2,289,500千円

１年内償還予

定社債
60,000千円

社債  1,390,000千円

計  4,222,100千円

上記のうち工場財団抵当に対す

る債務

上記債務はすべて工場財団抵当

に対する債務であります。

上記のうち工場財団抵当に対す

る債務

１年内返済予

定長期借入金
296,600千円

長期借入金 1,211,800千円

計 1,508,400千円

１年内返済予

定長期借入金
310,600千円

長期借入金  1,599,500千円

計  1,910,100千円

※３　国庫補助金等により固定資産の

取得価額から控除した圧縮記帳の

累計額は次のとおりであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の

取得価額から控除した圧縮記帳の

累計額は次のとおりであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の

取得価額から控除した圧縮記帳の

累計額は次のとおりであります。

構築物 1,158,673千円

機械及び装置 59,350千円

車両運搬具 283千円

構築物  1,121,897千円

機械及び装置    59,350千円

車両運搬具    283千円

構築物  1,127,318千円

機械及び装置 59,350千円

車両運搬具    283千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ流動負債のその他

に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ流動資産のその他

に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

　　　　同　　左
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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

受取賃貸料 14,171千円

  

受取手数料 5,335千円

受取賃貸料 7,500千円

受取賃貸料 28,066千円

※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 38,595千円

社債発行費 13,000千円

受取賃貸料原

価
6,627千円

支払利息 33,023千円

受取賃貸料原

価
3,402千円

支払利息  69,537千円

社債発行費 13,000千円

────── ※３　特別利益のうち主要なもの 　　　　　　──────

固定資産売却益 1,333,021千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 130,601千円 固定資産除却損 703,992千円 固定資産除却損 361,739千円

※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 635,270千円

無形固定資産 52,171千円

有形固定資産 656,063千円

無形固定資産 64,667千円

有形固定資産 1,289,976千円

無形固定資産  108,838千円

（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　 67,014 －  － 67,014

 　　　　合計 67,014 －  － 67,014
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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

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

　　　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

　　　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（機械
及び装置）

290,543 110,238 180,304

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

60,085 30,022 30,063

有形固定資産
その他（車両
運搬具）

9,684 5,314 4,370

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

9,089 3,728 5,361

合計 369,402 149,303 220,098

 

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（機械
及び装置）

356,243 184,589 171,653

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

67,953 28,939 39,013

有形固定資産
その他（車両
運搬具）

12,024 3,058 8,965

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

9,089 5,443 3,646

合計 445,310 222,031 223,278

 

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（機械
及び装置）

356,243 145,172 211,070

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

53,841 22,454 31,387

有形固定資産
その他（車両
運搬具）

9,684 6,928 2,756

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

9,089 4,586 4,503

合計 428,858 179,141 249,717

（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

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 78,849千円

１年超 141,249千円

合計 220,098千円

１年内 93,561千円

１年超 125,713千円

合計  219,275千円

１年内 92,615千円

１年超  157,101千円

合計 249,717千円

（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 40,248千円

減価償却費相

当額
40,248千円

支払リース料 48,254千円

減価償却費相

当額
48,254千円

支払リース料 83,334千円

減価償却費相

当額
83,334千円

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。

  （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失

４．減価償却費相当額の算定方法

　同　　左  

 

 

  （減損損失について）

　　          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）

　          　同　　左 
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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）

　　はありません。

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 114,429.26円

１株当たり中間純利益

金額
1,417.08円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,403.94円

 

　当社は、平成16年11月19日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。 

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 108,139.40円

１株当たり中間純利益

金額
5,900.63円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
5,785.50円

１株当たり純資産額 124,393.48円

１株当たり中間純利益

金額
8,494.96円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

する潜在株式が存在していないため、

記載しておりません。

１株当たり純資産額 117,569.79円

１株当たり当期純利益

金額
4,584.90円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
4,553.79円

　

　（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。

 
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） 94,584 569,281 306,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
94,584 569,281 306,635

期中平均株式数（株） 66,745.61 67,014.00 66,879.44

    

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） 624.62 － 456.87

（うち旧商法第280条ノ19第１項の規定

に基づく新株引受権）
（622.60） （－） （456.87）

（うち旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権）
（2.02） （－） （－）

（うち旧商法第341条ノ２の規定に基づ

く新株予約権付社債）
（－） （－） （－）

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

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

────── 平成12年12月26日臨時株

主総会決議による新株引

受権方式のストックオプ

ション（1,800株）

平成17年６月28日定時株

主総会決議による新株予

約権方式のストックオプ

ション（1,735株）

平成17年６月28日定時株

主総会決議による新株予

約権方式のストックオプ

ション（1,790株）
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（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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