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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は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 5,491 (3.5) 352 (26.5) 361 (20.7)

17年９月中間期 5,305 (1.0) 278 (0.2) 299 (△0.5)

18年３月期 11,029 (1.7) 771 (13.9) 803 (12.9)

 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 209 (114.4) 95 74

17年９月中間期 97 (△25.5) 44 66

18年３月期 390 (22.1) 178 88

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 2,183,364株 17年９月中間期 2,183,460株 18年3月期 2,183,421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  

 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 7,324 4,074 55.6 1,866 01

17年９月中間期 6,885 3,777 54.9 1,729 85

18年３月期 7,433 4,111 55.3 1,883 13

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 2,183,364株 17年９月中間期 2,183,460株 18年３月期 2,183,364株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 1,551株 17年９月中間期 1,455株 18年３月期 1,551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 11,674  834  492  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 112円88銭

（注）平成18年９月30日現在の株主に対し平成18年10月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割し
ております。
なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。

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 － － － 40.00 － 40.00

19年３月期（実績） － － － － －  
20.0019年３月期（予想） － － － 20.00 －

※　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）

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 2,444,876 2,699,946 2,854,800

２．受取手形 31,620 53,984 39,832

３．売掛金 1,632,016 1,601,159 1,790,825

４．たな卸資産 147,818 172,328 81,374

５．その他 316,278 546,128 440,483

 　貸倒引当金 △107 － －

流動資産合計 4,572,502 66.4 5,073,548 69.3 5,207,315 70.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※２ 237,967 237,967 237,967

(2）その他 ※1,2 71,711 309,679 67,046 305,014 65,432 303,400

２．無形固定資産 47,101 87,504 71,487

３．投資その他の資
産

(1）投資有価証　
券 

※２ 756,953 533,192 678,816

(2）差入保証金 ※２ 467,980 467,388 467,670

(3）繰延税金資産 576,082 662,378 547,178

(4）その他 ※２ 155,550 195,025 157,430

貸倒引当金 △45 1,956,522 － 1,857,985 △45 1,851,051

固定資産合計 2,313,303 33.6 2,250,504 30.7 2,225,940 29.9

資産合計 6,885,805 100.0 7,324,052 100.0 7,433,255 100.0
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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．買掛金 464,253 441,792 528,143

２．賞与引当金 529,988 568,022 546,722

３．その他 ※３ 383,555 474,395 529,101

流動負債合計 1,377,796 20.0 1,484,210 20.3 1,603,966 21.6

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 1,325,236 1,330,558 1,292,241

２．役員退職慰労引
当金

305,125 334,500 324,900

３．その他 100,600 100,600 100,600

固定負債合計 1,730,961 25.1 1,765,658 24.1 1,717,741 23.1

負債合計 3,108,757 45.1 3,249,868 44.4 3,321,708 44.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 653,352 9.5 － － 653,352 8.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 488,675 － 488,675

資本剰余金合計 488,675 7.1 － － 488,675 6.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 29,095 － 29,095

２．任意積立金 825,292 － 825,292

３．中間（当期）未
処分利益

1,596,958 － 1,890,016

利益剰余金合計 2,451,346 35.6 － － 2,744,404 36.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

186,279 2.7 － － 228,062 3.0

Ⅴ　自己株式 △2,605 △0.0 － － △2,947 △0.0

資本合計 3,777,047 54.9 － － 4,111,547 55.3

負債・資本合計 6,885,805 100.0 － － 7,433,255 100.0

－ 39 －



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

（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 653,352 8.9 － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  － 488,675 －

資本剰余金合計  － － 488,675 6.7 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 29,095 －

(2）その他利益剰
余金

    

プログラム等
準備金

 － 10,195 －

別途積立金  － 810,000 －

繰越利益剰余
金

 － 2,016,825 －

利益剰余金合計  － － 2,866,115 39.1 － －

４．自己株式  － － △2,947 △0.0 － －

株主資本合計  － － 4,005,195 54.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

       

１．その他有価証券
評価差額金

 － － 68,988 0.9 － －

評価・換算差額等
合計

 － － 68,988 0.9 － －

純資産合計  － － 4,074,184 55.6 － －

負債純資産合計  － － 7,324,052 100.0 － －
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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 5,305,075 100.0 5,491,341 100.0 11,029,451 100.0

Ⅱ　売上原価 4,402,623 83.0 4,488,134 81.7 9,034,667 81.9

売上総利益 902,452 17.0 1,003,207 18.3 1,994,783 18.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

623,945 11.8 650,947 11.9 1,222,868 11.1

営業利益 278,506 5.2 352,259 6.4 771,915 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 63,341 1.2 52,805 1.0 116,689 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 42,105 0.8 43,285 0.8 84,765 0.8

経常利益 299,743 5.6 361,779 6.6 803,839 7.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,726 0.1 718 0.0 4,391 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,5 122,091 2.3 2,079 0.0 123,024 1.1

税引前中間（当
期）純利益

179,377 3.4 360,419 6.6 685,206 6.2

法人税、住民税
及び事業税

123,494 157,308 357,238

法人税等調整額 △41,620 81,874 1.5 △5,934 151,373 2.8 △62,592 294,645 2.7

中間（当期）純
利益

97,503 1.9 209,045 3.8 390,561 3.5

前期繰越利益 1,499,455 － 1,499,455

中間（当期）未
処分利益

1,596,958 － 1,890,016

－ 41 －



(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

プログ
ラム等
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）

653,352 488,675 488,675 29,095 15,292 810,000 1,890,016 2,744,404 △2,947 3,883,484

中間会計期間中の

変動額

プログラム等準備金の

取崩し（注）
－ － － － △5,097 － 5,097 － － －

剰余金の配当(注） － － － － － － △87,334 △87,334 － △87,334

中間純利益 － － － － － － 209,045 209,045 － 209,045

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）

－ － － － △5,097 － 126,808 121,710 － 121,710

平成18年９月30日

残高

（千円）

653,352 488,675 488,675 29,095 10,195 810,000 2,016,825 2,866,115 △2,947 4,005,195

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）

228,062 228,062 4,111,547

中間会計期間中の

変動額

プログラム等準備金の

取崩し（注）
－ － －

剰余金の配当（注） － － △87,334

中間純利益 － － 209,045

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額）

△159,074 △159,074 △159,074

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

△159,074 △159,074 △37,363

平成18年９月30日

残高

（千円）

68,988 68,988 4,074,184

 （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

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）

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

仕掛品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

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（ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を

除く）については定額

法）によっております。

なお、主な耐用年数は以

下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

建物及び構築物３～48年

車両運搬具及び

工具器具備品
３～20年

(2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフ

トウェアについては社内

における見込み利用可能

期間（５年）に基づいて

おります。

(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

販売収益に基づく償却額

と見込販売有効期間（３

年以内）に基づく均等配

分額のいずれか大きい金

額を計上しております。

また、自社利用のソフト

ウェアについては社内に

おける見込み利用可能期

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

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフ

トウェアについては社内

における見込み利用可能

期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

－ 43 －



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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権その他これに

準ずる債権の貸倒れによ

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

　従業員の賞与の支給に

備えるため、将来の支給

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

　従業員の賞与の支給に

備えるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担

額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　平成12年12月１日より

従業員について、退職金

の40％相当額を適格退職

年金制度に移行しており

ます。

　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。

　数理計算上の差異及び

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定率法

により按分した額をそれ

ぞれ発生した事業年度か

ら費用処理しております。

(3）退職給付引当金

　同左

　

 

(3）退職給付引当金

　平成12年12月１日より

従業員について、退職金

の40％相当額を適格退職

年金制度に移行しており

ます。

　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。

　数理計算上の差異及び

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定率法

により按分した額をそれ

ぞれ発生した事業年度か

ら費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労

金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基

づく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

　役員に対する退職慰労

金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上

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．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

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

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

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。

これにより税引前中間純利益は

114,921千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114,921千

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4,074,184千円でありま

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 ※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

185,378千円 194,943千円 191,122千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　　　─────── ※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産並びに担

保付債務は以下のとおりでありま

す。

担保に供している資産並びに担

保付債務は以下のとおりでありま

す。

建物 20,037千円

土地 236,467

投資有価証券 10,560

差入保証金 228,638

投資その他の資

産の「その他」

（投資不動産）

11,782

計 507,486

建物 19,267千円

土地 236,467

投資その他の資

産の「その他」

（投資不動産）

11,629

計 267,364

担保付債務はありません。  担保付債務はありません。 

※３　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。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　　　───────
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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 5,122千円

受取配当金 1,585

受取賃貸料 42,016

受取利息 1,240千円

受取配当金 1,392

受取賃貸料 42,016

受取利息 7,739千円

受取配当金 1,711

受取賃貸料 84,032

※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 384千円

支払賃借料 41,356

支払利息 215千円

支払賃借料 41,356

支払利息 855千円

支払賃借料 82,712

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売

却益 
1,672千円

投資有価証券売

却益 
673千円

投資有価証券売

却益 
4,337千円

※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

減損損失 114,921千円 過年度給料手当

過少計上額
1,107千円

減損損失 114,921千円

 ※５　減損損失

当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しました。

場所 用途 種類

埼玉県さい

たま市 
遊休設備 

土地及び建

物等 

当社は、事業のセグメント（シス

テム開発事業、情報処理サービス事

業）を基礎としてグルーピングし、

投資不動産及び遊休資産については

個々の資産ごとに、減損の兆候を判

定しております。

グルーピングの単位である各事業に

おいては、減損の兆候はありません

でしたが、当社保有の遊休資産につ

いては市場価格が帳簿価額より著し

く下落しているため帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（114,921千円）として特別

損失に計上しております。その内訳

は、土地69,800千円、建物44,389千

円、その他731千円であります。

なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、建物及び土地

については不動産鑑定士による鑑定

評価額により評価しております。

 ※５　　　─────── 

 

 

 ※５　減損損失　　

当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類

埼玉県さい

たま市 
遊休設備 

土地及び建

物等 

当社は、事業のセグメント（シス

テム開発事業、情報処理サービス事

業）を基礎としてグルーピングし、

投資不動産及び遊休資産については

個々の資産ごとに、減損の兆候を判

定しております。

グルーピングの単位である各事業に

おいては、減損の兆候はありません

でしたが、当社保有の遊休資産につ

いては市場価格が帳簿価額より著し

く下落しているため帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（114,921千円）として特別

損失に計上しております。その内訳

は、土地69,800千円、建物44,389千

円、その他731千円であります。

なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、建物及び土地

については不動産鑑定士による鑑定

評価額により評価しております。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 8,526千円

無形固定資産 3,945

有形固定資産 6,038千円

無形固定資産 8,660

有形固定資産 16,347千円

無形固定資産 8,185
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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　

　

　（千株）

　当中間会計期間増加

　

　株式数（千株）

　当中間会計期間減少

　

　株式数（千株）

　当中間会計期間末株　

　

　式数（千株）

 普通株式 1 － － 1

 合計 1 － － 1

　

－ 49 －



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、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）
工具器具
備品

56,282 42,569 13,712

（無形固
定資産）
ソフト
ウェア

18,662 10,011 8,651

合計 74,945 52,581 22,363

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）
工具器具
備品

30,596 14,797 15,799

（無形固
定資産）
ソフト
ウェア

17,404 9,398 8,006

合計 48,001 24,195 23,806

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）
工具器具
備品

30,194 20,289 9,905

（無形固
定資産）
ソフト
ウェア

19,969 10,051 9,918

合計 50,163 30,340 19,823

(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 10,725千円

１年超 12,154千円

合　計 22,879千円

１年内 8,423千円

１年超 15,730千円

合　計 24,154千円

１年内 8,539千円

１年超 11,654千円

合　計 20,193千円

(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 8,247千円

減価償却費相当

額
7,917千円

支払利息相当額 219千円

支払リース料 5,199千円

減価償却費相当

額
4,928千円

支払利息相当額 249千円

支払リース料 14,952千円

減価償却費相当

額
14,241千円

支払利息相当額 461千円

(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

 （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子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

1,729.85円

１株当たり中間純利益金額

44.66円

１株当たり純資産額

1,866.01円

１株当たり中間純利益金額

95.74円

１株当たり純資産額

1,883.13円

１株当たり当期純利益金額

178.88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。

同左 　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） 97,503 209,045 390,561

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）
97,503 209,045 390,561

期中平均株式数（株） 2,183,460 2,183,364 2,183,421
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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）

 ────── １．株式分割

    当社は、平成18年９月４日開催の取締役

会の決議に基づき、以下のように株式分割

による新株を発行しております。

　　（1）分割により増加する株式数

　　普通株式　2,184,915株

　　（2）分割方法

　平成18年10月１日をもって平成18年９月

30日（ただし、当日は株主名簿管理人の休

業日につき、実質上は、平成18年９月29

日)最終の株主名簿に記載された株主の所

有株式数を、１株につき２株の割合をもっ

て分割します。

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及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。

 ──────

 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

純資産額

864.92円

１株当たり

中間純利益

金額

22.33円

１株当たり

純資産額

933.00円

１株当たり

中間純利益

金額

47.87円

１株当たり

純資産額

941.56円

１株当たり

当期純利益

金額

89.44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。

 同左  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。
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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）

 ────── ２．重要な資産の譲渡

    当社は、平成18年10月17日開催の取締役

会の決議に基づき、遊休資産である不動産

について平成18年10月24日に譲渡契約を締

結しております。

　　（1）譲渡の理由

老朽化により、使用を控えていたため

遊休資産となっていた当社が保有する福

利厚生用不動産（社員寮）を再利用の可

能性が低いため譲渡するものであります。

　　（2）譲渡する相手会社の名称

　　 株式会社モースト

　　（3）譲渡資産の種類、譲渡前の使途

　　　①所在地

　　　　埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目

　　　②土地の面積

　　　　565.00㎡  

　　　③建物の面積

　　　　806.97㎡

　　　④帳簿価額

　　　　99,700千円

　　　⑤譲渡前の使途

　　　　社員寮

　　（4）譲渡の時期

　　　契約日　　　 平成18年10月24日

　　　引渡し予定日　平成18年12月22日　

　　（5）譲渡価額

　　 　1億円

なお、当該資産につきましては、前事

業年度において減損損失114,921千円を

計上しているため、当事業年度における

損益への影響は軽微であります。

 ──────
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