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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 （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 2,752 (　2.6) 35 (　14.2) 22 (　36.0) 

17年9月中間期 2,683 (△9.0) 31 (△84.7) 16 (△90.9)

18年3月期 5,472 111 96

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 0 (　－　)  11

17年9月中間期 △59 (　－  ) △16 50

18年3月期 △17 △4 88

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 3,625,030株 17年9月中間期 3,625,154株 18年3月期 3,625,140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 （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 4,399 568 12.9 156 92

17年9月中間期 3,999 535 13.4 147 72

18年3月期 4,058 583 14.4 160 84

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 3,625,000株 17年9月中間期 3,625,150株 18年3月期 3,625,100株

②期末自己株式数 18年9月中間期     5,000株 17年9月中間期 4,850株 18年3月期     4,900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 5,642  120  50  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6円79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  －  －  －

19年３月期（実績）  －  －
 7.00

19年３月期（予想）  －  7.00

※　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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の５

頁を参照してください。
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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 298,823 677,845  352,706

２．受取手形  ※4 4,053 4,272  6,363

３．売掛金 637,705 821,228  731,576

４．たな卸資産 142,760 106,438  140,423

５．その他 50,239 56,497  51,933

６．貸倒引当金 △2,500 △2,000  △2,000

流動資産合計 1,131,082 28.3 1,664,282 37.8 533,199 1,281,002 31.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1,2

(1）建物 541,333 519,023 518,554

(2）機械及び装
置

553,831 490,342 502,176

(3）土地 1,187,049 1,187,049 1,187,049

(4）その他 42,480 37,788 39,282

　　計 2,324,694  2,234,203  △90,491 2,247,062  

２．無形固定資産 8,211  5,781  △2,429 6,951  

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

257,400 239,824 266,109

(2）その他 ※1,2 297,108 256,075 257,661

　　貸倒引当金 △19,411 △200 △200

　　計 535,097  495,699  △39,398 523,570  

固定資産合計 2,868,003 71.7 2,735,684 62.2 △132,319 2,777,584 68.4

資産合計 3,999,086 100.0 4,399,966 100.0 400,880 4,058,587 100.0
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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 232,433 401,227 259,406

２．短期借入金 ※2,3 2,092,679 2,595,960 2,292,679

３．未払金 262,613 408,843 265,067

４．未払法人税等 8,726 16,038 33,267

５．賞与引当金 33,331 33,573 33,674

６．その他 76,312 93,034 68,132

流動負債合計 2,706,097 67.7 3,548,677 80.7 842,580 2,952,228 72.7

Ⅱ　固定負債

１．社債  100,000 100,000 100,000

２．長期借入金 ※２ 400,765 4,805 201,637

３．退職給付引当
金

－ 10,559 6,587

４．役員退職慰労
引当金

41,282 51,426 46,602

５．長期未払金 155,616 61,989 104,883

６．その他 59,822 53,687 63,592

固定負債合計 757,487 18.9 282,468 6.4 △475,019 523,302 12.9

負債合計 3,463,584 86.6 3,831,145 87.1 367,560 3,475,531 85.6
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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 222,000 5.5 － － △222,000 222,000 5.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 134,400 － 134,400

資本剰余金合計 134,400 3.4 － － △134,400 134,400 3.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 55,500 － 55,500

２．任意積立金 1,993,000 － 1,993,000

３．中間（当期）
未処分利益

51,391 － 93,513

利益剰余金合計 2,099,891 52.5 － － △2,099,891 2,142,013 52.8

Ⅳ　土地再評価差額
金

△1,932,656 △48.3 － － 1,932,656 △1,932,656 △47.6

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

19,199 0.5 － － △19,199 24,714 0.6

Ⅵ　自己株式 △7,332 △0.2 －  7,332 △7,414 △0.2

資本合計 535,501 13.4 － － △535,501 583,056 14.4

負債資本合計 3,999,086 100.0 － － △3,999,086 4,058,587 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 222,000 5.0 222,000  － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 134,400  －  

資本剰余金合

計
－ － 134,400 3.1 134,400  － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 55,500 －  

(2) その他利益

剰余金
    

任意積立金 － 1,993,000 －  

繰越利益剰

余金
－ 93,923 －  

利益剰余金合

計
 － － 2,142,423 48.7 2,142,423  － －

４　自己株式  － － △7,567 △0.2 △7,567  － －

株主資本合

計
 － － 2,491,255 56.6 2,491,255  － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
－ －       

１　その他有価証

券評価差額金
－ － 10,223 0.2 10,223  － －

２　土地再評価差

額金
－ － △1,932,656 △43.9 △1,932,656  － －

評価・換算差額

等合計
－ － △1,922,433 △43.7 △1,922,433  － －

純資産合計 － － 568,821 12.9 568,821 － －

負債純資産合計 － － 4,399,966 100.0 4,399,966 － －
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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 2,683,375 100.0 2,752,991 100.0 69,615 5,472,201 100.0

Ⅱ　売上原価 1,630,671 60.8 1,730,868 62.9 100,197 3,341,085 61.1

売上総利益 1,052,704 39.2 1,022,123 37.1 △30,581 2,131,116 38.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,021,665 38.1 986,667 35.8 △34,998 2,019,916 36.9

営業利益 31,038 1.1 35,455 1.3 4,417 111,199 2.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 20,970 0.8 18,394 0.7 △2,575 54,196 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 35,686 1.3 31,656 1.2 △4,030 69,194 1.2

経常利益 16,322 0.6 22,193 0.8 5,871 96,201 1.8

Ⅵ　特別利益 ※３ － － － － － 558 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 435 0.0 5,147 0.2 4,712 436 0.0

税引前中間（当期）純
利益

15,887 0.6 17,046 0.6 1,159 96,324 1.8

法人税、住民税及び事
業税

8,305 13,362 49,858

 
法人税等調整額

67,403 75,708 2.8 3,273 16,636 0.6 △59,072 64,165 114,024 2.1

中間（当期）純利益
（△純損失）

△59,821 △2.2 410 0.0 60,231 △17,700 △0.3

前期繰越利益 111,213 － 111,213

中間（当期）未処分利
益

51,391 － 93,513
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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
合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
222,000 134,400 134,400 55,500 1,993,000 93,513 2,142,013 △7,414 2,490,998

中間会計期間中の変動額

中間純利益  － － － －  － 410 410 － 410

自己株式の取得 － － － － － － － △153 △153

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）
－ －　 － － － 410 410 △153 256

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
222,000 134,400 134,400 55,500 1,993,000 93,923 2,142,423 △7,567 2,491,255

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）
24,714 △1,932,656 △1,907,942 583,056

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － 410

自己株式の取得 － － － △153

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△14,491 － △14,491 △14,491

中間会計期間中の変動額合計　

　　　 （千円）
△14,491 － △14,491 △14,234

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
10,223 △1,932,656 △1,922,433 568,821
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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

①子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②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）

②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）

②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

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。

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・仕掛品

総平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産及び賃貸用

不動産

　　 定率法

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建　　　　物　8～50年

　機械及び装置　　　9年

(1) 有形固定資産及び賃貸用

不動産

同左

(1) 有形固定資産及び賃貸用

不動産

同左

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

…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

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

同左

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

その他の無形固定資産

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

…支出時に全額費用として処理

しております。

 ─────― 　社債発行費

…支出時に全額費用として処理

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）

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるた

め、当中間会計期間に帰属する

支給見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるた

め、当事業年度に帰属する支給

見込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。

なお、当中間会計期間末におい

て、年金資産見込額が退職給付

債務見込額を超過しているため、

超過額を前払年金費用に計上し、

投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。

(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。

(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。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく当中間期

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

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

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．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

税抜方式によっております。な

お、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。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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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が、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

適用しておりますが、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568,821千円であります。

　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）

　投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２号により有価証券とみなされるも

の）は、前中間会計期間まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、「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（平成16年12月１日より適用）されたこと及

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日に改正されたことに伴い、

当中間会計期間から「投資有価証券」として表示しており

ます。

 　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、13,622千円であり、前中間会計期間末

の「その他」に含まれている当該出資の額は、12,792千円

であります。

 また、「投資有価証券」は、前中間会計期間末において

投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末における「投資有価証券」の金

額は125,973千円であります。

 ─────―
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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 ※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

2,992,127千円 3,082,320千円 3,082,568千円

投資その他の資産のその他（賃

貸用不動産）の減価償却累計額

 投資その他の資産のその他（賃

貸用不動産）の減価償却累計額

 投資その他の資産のその他（賃

貸用不動産）の減価償却累計額

19,836千円

※２　担保に供している資産

(1)工場財産抵当に供している資　

産

建物 　541,333千円

機械及び装置 88,668千円

土地 1,138,554千円

投資その他の

資産のその他

（賃貸用不動

産）

193,141千円

計 1,961,698千円

21,986千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1)工場財産抵当に供している資　

産

建物 519,023千円

機械及び装置 68,144千円

土地 1,138,554千円

投資その他の

資産のその他

（賃貸用不動

産）

191,242千円

計 1,916,965千円

20,971千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1)工場財産抵当に供している資　

産

建物 518,554千円

機械及び装置 79,046千円

土地 1,138,554千円

投資その他の

資産のその他

（賃貸用不動

産）

192,146千円

計 1,928,302千円

(2)工場財団抵当に対応する債務 (2)工場財団抵当に対応する債務 (2)工場財団抵当に対応する債務

短期借入金

（１年以内返済予

定長期借入金を含

む）

1,800,979千円

長期借入金 400,765千円

　計 2,201,744千円

短期借入金

（１年以内返済予

定長期借入金を含

む）

2,165,724千円

長期借入金 4,805千円

　計 2,170,529千円

短期借入金

（１年以内返済予

定長期借入金を含

む）

1,898,979千円

長期借入金 201,637千円

　計 2,100,616千円

※３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座

貸越契約を、また、その内の１行

と貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づ

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。

※３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座

貸越契約を、また、その内の１行

と貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づ

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。

※３　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座

貸越契約を、また、その内の１行

と貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

4,000,000千円

借入実行残

高

1,700,000千円

　差引額 2,300,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

4,000,000千円

借入実行残

高

2,000,000千円

　差引額 2,000,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メントの総

額

4,000,000千円

借入実行残

高

1,900,000千円

　差引額 2,100,000千円

──── ※４　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理

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 636千円

────
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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 　　　2千円

受取家賃  10,554

受取利息 　　 36千円

受取家賃  10,537

受取利息 　　　4千円

受取家賃  21,099

※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  22,512千円

棚卸資産廃棄

損

  6,354

支払利息  18,585千円

棚卸資産廃棄

損

  8,934

支払利息  42,602千円

棚卸資産廃棄

損

 14,002

───── ───── ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻

入
　　558千円

※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
　　435千円

固定資産除却

損
　5,147千円

固定資産除却

損
　　435千円

　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  89,687千円

無形固定資産   1,539

賃貸用不動産   1,134

有形固定資産  76,574千円

無形固定資産   1,394

賃貸用不動産   1,015

有形固定資産 181,781千円

無形固定資産   3,120

賃貸用不動産   2,268

（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） 4,900 100 － 5,000

 　　　　合計 4,900 100 － 5,000

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

－ 12 －



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)

機械及び
装置

517,192 237,621 279,570

その他 1,227,750 678,556 549,193

合計 1,744,942 916,178 828,764

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)

機械及び
装置

517,192 295,087 222,105

その他 1,095,283 709,096 386,186

合計 1,612,476 1,004,184 608,292

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)

機械及び
装置

517,192 266,354 250,838

その他 1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

(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 255,668千円

１年超 626,393千円

合計 882,061千円

１年内 231,756千円

１年超 423,595千円

合計 655,352千円

１年内 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

(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 154,562千円

減価償却費相当額 130,791千円

支払利息相当額 22,914千円

支払リース料 146,036千円

減価償却費相当額 123,740千円

支払利息相当額 18,153千円

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

(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、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。
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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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

      147円72銭 156円92銭 160円84銭

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純損失金額

    16円50銭 11銭 4円88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株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）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）純利益または純損失（△）

（千円）
△59,821 410 △17,700

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）純利益また

は純損失（△）（千円）
△59,821 410 △17,700

期中平均株式数（千株） 3,625 3,625 3,625

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

７．役員の異動

　（1）代表者の異動

　　　　　　該当事項はありません。

　　　 （2）役職の異動

　　　　　　該当事項はありません。

８．その他

該当事項はありません。
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