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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 2,592 (4.1) 148 (39.9) 150 (24.8)

17年９月中間期 2,490 (2.1) 106 (△18.6) 120 (△16.0)

18年３月期 5,133 305 319

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 81 (20.1) 20 74

17年９月中間期 67 (△17.4) 17 24

18年３月期 155 33 86

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期3,934,000株 17年９月中間期3,938,862株 18年３月期3,936,511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 （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 4,048 3,140 77.6 798 28

17年９月中間期 3,768 3,028 80.3 769 66

18年３月期 3,954 3,119 78.9 787 40

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期3,934,000株 17年９月中間期3,934,320株 18年３月期3,934,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 6,000株 17年９月中間期 5,680株 18年３月期 6,000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 5,350  320  182  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　４６円２８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 － － － 10.00 － 10.00

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 10.00 － 10.00

※　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  1,890,401   1,177,854    1,975,777   

２．受取手形  12,038   8,631    12,310   

３．売掛金  804,984   839,266    935,313   

４．商品  13,340   13,531    13,685   

５．原材料  6,603   9,283    9,625   

６．仕掛品  107,502   62,337    27,775   

７．貯蔵品  3,754   4,215    2,395   

８．その他  73,398   105,595    70,895   

貸倒引当金  △245   △254    △284   

流動資産合計   2,911,777 77.3  2,220,461 54.8 △691,316  3,047,494 77.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  131,478   154,561    162,090   

(2）構築物  324   257    289   

(3）機械装置  21,799   16,976    19,214   

(4）車輌運搬具  6,184   5,752    5,564   

(5）工具器具備
品

 15,180   25,467    30,465   

(6）土地  102,073   102,073    102,073   

有形固定資産
合計

  277,040 7.3  305,088 7.6 28,048  319,697 8.1

２．無形固定資産            

(1）ソフトウエ
ア

 17,817   14,290    13,903   

(2）その他  7,378   7,290    7,333   

無形固定資産
合計

  25,196 0.7  21,581 0.5 △3,614  21,236 0.5

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 101,678   102,129    102,417   

(2）関係会社株
式

 55,920   209,509    55,920   

(3）出資金  100   100    100   

(4）保証金  140,708   90,504    140,995   

(5）ゴルフ会員
権

 60,000   60,000    60,000   

(6）関係会社長
期貸付金

 －   218,755    －   

(7）長期性預金  －   600,000    －   

(8）その他  196,475   220,502    206,340   

投資その他の
資産合計

  554,881 14.7  1,501,502 37.1 946,620  565,773 14.3

固定資産合計   857,118 22.7  1,828,172 45.2 971,054  906,707 22.9

資産合計   3,768,896 100.0  4,048,634 100.0 279,738  3,954,202 100.0
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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．買掛金  28,696   34,687    47,396   

２．未払金  278,027   326,925    379,382   

３．未払法人税等  42,813   87,431    27,920   

４．賞与引当金  106,949   120,091    105,428   

５．役員賞与引当
金

 －   11,400    －   

６．その他 ※２ 117,924   138,783    103,902   

流動負債合計   574,412 15.3  719,319 17.8 144,907  664,030 16.8

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 136,788   151,547    137,038   

２．役員退職慰労
引当金

 29,590   37,350    33,340   

固定負債合計   166,378 4.4  188,897 4.6 22,518  170,378 4.3

負債合計   740,790 19.7  908,216 22.4 167,426  834,408 21.1

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   333,906 8.8  － － －  333,906 8.4

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  293,182   －    293,182   

資本剰余金合計   293,182 7.8  － － －  293,182 7.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  25,743   －
 

   25,743   

２．任意積立金  1,916,671   －
 

   1,916,671   

３．中間（当期）
未処分利益

 447,642   －    535,207   

利益剰余金合計   2,390,056 63.4  － － －  2,477,621 62.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  15,199 0.4  － － －  19,561 0.5

Ⅴ　自己株式   △4,239 △0.1  － － －  △4,479 △0.1

資本合計   3,028,105 80.3  － － －  3,119,793 78.9

負債・資本合計   3,768,896 100.0  － － －  3,954,202 100.0
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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   －   333,906 8.3   －  

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   293,182    －   

 資本剰余金合計   － －  293,182 7.2 －
 

 － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   25,743    －   

(2）その他利益
剰余金

           

 別途積立金  －   1,916,671    －   

 繰越利益剰余
金

 －   555,265    －   

 利益剰余金合計   － －  2,497,680 61.7 －  － －

４．自己株式   － －  △4,479 △0.1   －  

　株主資本合計   － －  3,120,290 77.1 －  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

 その他有価証券評価
差額金

  － －  20,126 0.5   －  

評価・換算差額
等合計

  － －  20,126 0.5 －  － －

純資産合計   － －  3,140,417 77.6 －
 

 － －

 負債純資産合計   － －  4,048,634 100.0 －  － －
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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）

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   2,490,086 100.0  2,592,146 100.0 102,060  5,133,565 100.0

Ⅱ　売上原価   2,077,112 83.4  2,086,061 80.5 8,948  4,225,956 82.3

売上総利益   412,973 16.6  506,085 19.5 93,112  907,608 17.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  306,728 12.3  357,498 13.8 50,770  602,040 11.7

営業利益   106,244 4.3  148,586 5.7 42,341  305,568 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  18,803 0.8  5,943 0.2 △12,859  20,288 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,142 0.2  3,676 0.1 △465  6,173 0.1

経常利益   120,906 4.9  150,853 5.8 29,947  319,683 6.2

Ⅵ　特別利益
※３
 

 － －  － － －  131 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  794 0.1  1,136 0.0 341  46,615 0.9

税引前中間
（当期）純利
益

  120,111 4.8  149,716 5.8 29,605  273,199 5.3

法人税、住民
税及び事業税

 36,894   81,805    106,826   

法人税等調整
額

 15,304 52,198 2.1 △13,667 68,138 2.7 15,939 10,894 117,721 2.3

中間（当期）
純利益

  67,912 2.7  81,578 3.1 13,665  155,477 3.0

前期繰越利益   379,729   －  －  379,729  

中間（当期）
未処分利益

  447,642   －  －  535,207  
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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

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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高　（千円） 333,906 293,182 293,182 25,743 1,916,671 535,207 2,477,621 △4,479 3,100,231

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）      △39,340 △39,340  △39,340

利益処分による役員賞与　（注）      △22,180 △22,180  △22,180

中間純利益      81,578 81,578  81,578

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － － － 20,058 20,058 － 20,058

平成18年９月30日　残高（千円） 333,906 293,182 293,182 25,743 1,916,671 555,265 2,497,680 △4,479 3,120,290

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） 19,561 19,561 3,119,793

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）   △39,340

利益処分による役員賞与　(注）   △22,180

中間純利益   81,578

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
564 564 564

中間会計期間中の変動額　合計　　　

　 　　　　　　　　　　　　（千円）
564 564 20,623

平成18年９月30日　残高　 （千円） 20,126 20,126 3,140,417

(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

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

①時価のあるもの

　中間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。）

その他有価証券

①時価のあるもの

　中間期末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

①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。）

②時価のないもの

　移動平均法による原価法

②時価のないもの

　同左

②時価のないもの

　同左

(2）たな卸資産

商品・・・・総平均法による原

価法

原材料・・・総平均法による原

価法

仕掛品・・・個別法による原価

法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

(2）たな卸資産

商品・・・・同左

 

原材料・・・同左

 

仕掛品・・・同左

 

貯蔵品・・・同左

(2）たな卸資産

商品・・・・同左

 

原材料・・・同左

 

仕掛品・・・同左

 

貯蔵品・・・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(附属設備を除

く)は定額法によっております。

　なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　　 15-60年

機械装置　　　　　　 5-8年

車輌運搬具　 　　　　5-6年

工具器具備品　　　　 4-6年

 

 

 

 

(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エア

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。

(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

　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

権及び破産更生債権については個

別債権の回収可能性を考慮した、

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
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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）

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間に対応する金額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度

に対応する金額を計上しておりま

す。

(3）　　　　───── (3）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当会

計年度における支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上して

おります。

(会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号平成17年11月29

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、それ

ぞれ11,400千円減少しておりま

す。

(3）　　　　─────

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務及び年金資産残高（簡便

法）に基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

　同左

(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

務及び年金資産残高（簡便法）に

基づき計上しております。

(5）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。

(5）役員退職慰労引当金

　同左

(5）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

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）

 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、3,140,417千円であります。

　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）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

けで改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は、44,296千円であります。

　また、前中間会計期間末における投資その他の資産「そ

の他」に含まれる当該出資の額は、84,086千円であります。

─────
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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．有形固定資産の減価償却累計額は

　　　366,612千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

　　　372,712千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

357,542千円であります。

   

※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

したうえ、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。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２．　　　　　─────

 

　３．　　　　───── 　３．偶発債務

　　債務保証

　次の関係会社等について、金融機関か

らのリース契約に対し債務保証を行って

おります。

　３．偶発債務

　　債務保証

　次の関係会社等について、金融機関か

らのリース契約に対し債務保証を行って

おります。

保証先 金額

（千円）

内容

㈱イメー

ジ・テン

836 リース債務

㈲イメー

ジ・テン

（八王子）

9,223 リース債務

計 10,059 －

保証先 金額

（千円）

内容

㈱イメー

ジ・テン

1,037 リース債務

㈲イメー

ジ・テン

（八王子）

10,376 リース債務

計 11,413 －

   

（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．営業外収益のうち重要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち重要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち重要なものは次のと

おりであります。

受取利息 168千円

家賃収入 3,137千円

投資組合収益 11,993千円

受取利息    947千円

家賃収入 2,711千円

受取利息    350千円

家賃収入      6,073千円

投資組合収益     9,006千円

   

※２．営業外費用は次のとおりであります。 ※２．営業外費用は次のとおりであります。 ※２．営業外費用は次のとおりであります。

賃貸資産原価 2,255千円

保険解約損 1,886千円

賃貸資産原価      2,176千円

投資事業組合損失      1,500千円

賃貸資産原価      4,286千円

保険解約損      1,886千円

   

※３．　　　　　───── ※３．　　　　　───── ※３．特別利益は次のとおりであります。

     投資有価証券売却益      131千円

※４．特別損失は次のとおりであります。 ※４．特別損失は次のとおりであります。 ※４．特別損失は次のとおりであります。

固定資産売却損 794千円 固定資産売却損    1,136千円 固定資産売却損      1,352千円

固定資産除却損     11,023千円

事務所移転費用     34,239千円

　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 12,242千円

無形固定資産 4,826千円

有形固定資産     16,495千円

無形固定資産      3,959千円

有形固定資産     24,389千円

無形固定資産      9,415千円
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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） 6,000 － － 6,000

 　　　　合計 6,000 － － 6,000
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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)

工具器具備品 117,005 63,471 53,534

ソフトウェア 11,344 4,726 6,617

合計 128,350 68,197 60,152

 

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)

工具器具備品 192,918 100,300 92,618

ソフトウェア 15,819 7,890 7,928

合計 208,737 108,190 100,546

 

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)

工具器具備品 186,925 80,816 106,109

ソフトウェア 15,819 6,308 9,510

合計 202,744 87,124 115,620

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 26,632千円

１年超 34,850千円

合計 61,482千円

１年内       40,391千円

１年超       61,322千円

合計       101,714千円

１年内       40,719千円

１年超       76,203千円

合計       116,923千円

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 13,169千円

減価償却費相当額 12,533千円

支払利息相当額 608千円

支払リース料       21,890千円

減価償却費相当額       21,066千円

支払利息相当額    688千円

支払リース料       32,915千円

減価償却費相当額       31,460千円

支払利息相当額      1,412千円

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。

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

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）において子会社株式及

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 769.66円

１株当たり中間純利益

金額
17.24円

１株当たり純資産額     798.28円

１株当たり中間純利益

金額
     20.74円

１株当たり純資産額  787.40円

１株当たり当期純利益

金額
 33.86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、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（千円） 67,912 81,578 155,477

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 22,180

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (22,180)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
67,912 81,578 133,297

期中平均株式数（千株） 3,938 3,934 3,936
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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）

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）

────── ────── 　当社は平成18年３月31日開催の取締

役会決議にもとづき、株式会社アイデ

スの株式を取得して子会社としました。

１.株式取得の目的

当社の主力業務であるソフト開発

受託業務に関して、長年に亘り両社

が蓄積してきた技術、ノウハウ、及

び豊富な人材の活用により、多様化

する顧客ニーズへの対応力を強化し、

更なる事業領域の拡大と企業価値の

向上を図るため株式を取得し子会社

化いたしました。

２.対象会社の概要

　商号：株式会社アイデス

　代表者：嶋村　明彦

　所在地：大阪府大阪市中央区備後

町1-4-9

　事業の内容：ｗｅｂ系、オープン

系を中心とした広範

囲なシステムの受託

開発・ホスティング

サービス、自社開発

ソフト及びメンテナ

ンス等

　売上高：652百万円（平成17年8月

期実績）

　資本の額：60百万円

３.株式取得の概要

株式取得日：平成18年４月４日

取得株式数：98,300株

取得価格：総額133百万円（1株に

つき1,359円）

取得後の持分比率：81.9％

支払資金の調達及び支払方法：自

己資金
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