
平成１９年３月期　　個別中間財務諸表の概要

セキテクノトロン株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

７４５７ 本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ　http://www.sekitech.co.jp）

役職名 取締役社長 氏名 関　　信

役職名 取締役人事・総務部長 氏名 大木　知明 ＴＥＬ （０３）３８２０－１７１１

決算取締役会開催日 配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

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 (記載金額は、表示単位未満切捨）

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 （ ） （ ） （ ）
１７年９月中間期 （ ） （ ） （ ）
１８年３月期

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 （ ）
１７年９月中間期 （ ）
１８年３月期
(注)①期中平均株式数　　18年９月中間期 5,087,084株　 17年９月中間期 5,090,250株　 18年３月期 5,089,217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

１７年９月中間期

１８年３月期
(注)①期末発行済株式数　18年９月中間期 5,086,893株　 17年９月中間期 5,089,993株　 18年３月期 5,087,093株
　　②期末自己株式数　　18年９月中間期    97,107株　 17年９月中間期    94,007株　 18年３月期    96,907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）

百万円 百万円 百万円

通　　　　　期
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）△139円57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)

１９年３月期(予想)

　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１　中間財務諸表等

　（1）中間貸借対照表

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 1,508,054 1,449,022 1,528,804

　２　受取手形 ※３ 109,429 35,345 24,205

　３　売掛金 1,300,772 1,450,362 2,893,033

　４　たな卸資産 1,536,244 517,975 766,864

　５　繰延税金資産 52,368 13,443 80,367

　６　関係会社短期貸付金 492,602 476,183 346,051

　７　その他 ※２ 271,566 291,681 272,033

　８　貸倒引当金 △6,176 △29,948 △7,681

　　　流動資産合計 5,264,861 71.8 4,204,066 76.4 5,903,679 75.1

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１ 312,255 4.3 258,346 4.7 290,381 3.7

　２　無形固定資産 8,432 0.1 5,820 0.1 7,794 0.1

　３　投資その他の資産

 　 (1) 投資有価証券 563,793 337,153 568,319

    (2) 関係会社株式 754,939 569,742 754,939

    (3) 繰延税金資産 174,098 12,185 100,583

    (4) その他 387,842 376,110 407,298

    (5) 貸倒引当金 △137,443 △257,505 △168,953

　　　投資その他の資産
　　　合計

1,743,231 23.8 1,037,686 18.8 1,662,188 21.1

　　　固定資産合計 2,063,920 28.2 1,301,854 23.6 1,960,363 24.9

　　　資産合計 7,328,781 100.0 5,505,920 100.0 7,864,042 100.0

平成17年９月30日 平成18年９月30日

前事業年度
要約貸借対照表

平成18年３月31日

当中間会計期間末前中間会計期間末

－ ２ －



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 160,328 432,562 750,541

　２　一年以内償還予定
　　　社債

220,000 520,000 520,000

  ３　短期借入金 1,590,000 914,320 1,960,000

　４　未払法人税等 5,691 6,302 7,143

　５　その他 165,754 111,045 187,397

　　　流動負債合計 2,141,774 29.2 1,984,231 36.0 3,425,082 43.6

Ⅱ　固定負債

　１　社債 1,070,000 550,000 660,000

　２　長期借入金 880,000 360,000 420,000

　３　退職給付引当金 351,151 367,076 361,377

　４　役員退職慰労引当金 49,441 58,241 53,843

　５　その他 23,385 － 41,788

　　　固定負債合計 2,373,978 32.4 1,335,318 24.3 1,537,008 19.5

　　　負債合計 4,515,752 61.6 3,319,549 60.3 4,962,091 63.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 913,400 12.5 － － 913,400 11.6

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 1,315,680 － 1,315,680

　２　その他資本剰余金 1,120 － 1,120

　　資本剰余金合計 1,316,800 18.0 － － 1,316,800 16.7

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 67,200 － 67,200

　２　任意積立金 323,000 － 323,000

　３　中間(当期)
　　　未処分利益

109,326 － 180,587

　　利益剰余金合計 499,526 6.8 － － 570,787 7.3

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

98,769 1.3 － － 117,500 1.5

Ⅴ　自己株式 △15,467 △0.2 － － △16,536 △0.2

　　資本合計 2,813,028 38.4 － － 2,901,951 36.9

　　負債及び資本合計 7,328,781 100.0 － － 7,864,042 100.0

平成17年９月30日 平成18年９月30日

前事業年度
要約貸借対照表

平成18年３月31日

当中間会計期間末前中間会計期間末

－ ３ －



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 － － 913,400 16.6 － －

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 － 1,315,680 －

　　(2) その他資本剰余金 － 1,120 －

　　　資本剰余金合計 － － 1,316,800 23.9 － －

　３　利益剰余金

　  (1) 利益準備金 － 67,200 －

　  (2) その他利益剰余金

　　　　配当平均積立金 － 157,000 －

　　　　別途積立金 － 166,000 －

　　　　繰越利益剰余金 － △568,727 －

　　　利益剰余金合計 － － △178,527 △3.2 － －

　４　自己株式 － － △16,592 △0.3 － －

　　株主資本合計 － － 2,035,081 37.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

－ － 88,873 1.6 － －

　２　繰延ヘッジ損益 － － 62,416 1.1 － －

　　評価・換算差額等合計 － － 151,290 2.7 － －

　　純資産合計 － － 2,186,371 39.7 － －

　　負債・純資産合計 － － 5,505,920 100.0 － －

平成17年９月30日 平成18年９月30日

前事業年度
要約貸借対照表

平成18年３月31日

当中間会計期間末前中間会計期間末

－ ４ －



　（2）中間損益計算書

前中間会計期間 当中間会計期間

自 平成17年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日 至 平成18年９月30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 2,883,714 100.0 2,453,857 100.0 6,592,295 100.0

Ⅱ　売上原価 2,279,794 79.1 1,743,410 71.0 5,277,178 80.1

　　　売上総利益 603,919 20.9 710,447 29.0 1,315,116 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 637,010 22.0 672,156 27.4 1,288,045 19.5

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△33,090 △1.1 38,291 1.6 27,070 0.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 51,335 1.8 24,586 1.0 100,454 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 47,828 1.7 50,177 2.1 83,829 1.2

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△29,584 △1.0 12,700 0.5 43,695 0.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,152 0.0 5,300 0.2 66,807 1.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 211 0.0 594,617 24.2 32,764 0.5

　　  税引前当期純利益
　　　又は税引前中間純
　　　損失(△)

△28,644 △1.0 △576,616 △23.5 77,739 1.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

2,301 2,415 4,762

　　　法人税等調整額 20,163 22,464 0.8 132,130 134,545 5.5 52,823 57,585 0.9

　　　当期純利益又は
　　　中間純損失(△)

△51,108 △1.8 △711,161 △29.0 20,153 0.3

　　　前期繰越利益 160,434 － 160,434

　　　中間(当期)
　　　未処分利益

109,326 － 180,587

前事業年度
要約損益計算書

－ ５ －



　（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

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

配当平均
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）

913,400 1,315,680 1,120 1,316,800 67,200 157,000 166,000 180,587 570,787 △16,536 2,784,451

中間会計期間中
の変動額

　剰余金の配当 △38,153 △38,153 △38,153

　中間純利益 △711,161 △711,161 △711,161

　自己株式の取得 △55 △55

　株主資本以外の
　項目の当中間
　会計期間変動額
　（純額）
中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

－ － － － － － － △749,315 △749,315 △55 △749,370

平成18年９月30日
残高（千円）

913,400 1,315,680 1,120 1,316,800 67,200 157,000 166,000 △568,727 △178,527 △16,592 2,035,081

評価・換算差額等

その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算

差額等
合計

平成18年３月31日
残高（千円）

117,500 － 117,500 2,901,951

中間会計期間中
の変動額

　剰余金の配当 △38,153

　中間純利益 △711,161

　自己株式の取得 △55

　株主資本以外の
　項目の当中間
　会計期間変動額
　（純額）

△28,626 62,416 33,790 33,790

中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

△28,626 62,416 33,790 △715,580

平成18年９月30日
残高（千円）

88,873 62,416 151,290 2,186,371

資本金 自己株式
株主資本
合計利益

準備金

利益
剰余金
合計

純資産
合計

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

－ ６ －



 　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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 子会社株式及び関連会社株 子会社株式及び関連会社株 子会社株式及び関連会社株

式 式 式
  移動平均法による原価法 同左 同左
その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券
　時価のあるもの 　時価のあるもの 　時価のあるもの
　　中間期末日の市場価格 　　中間期末日の市場価格 　　期末日の市場価格等に
　　等に基づく時価法（評 　　等に基づく時価法（評 　　基づく時価法（評価差
　　価差額は、全部資本直 　　価差額は、全部純資産 　　額は、全部資本直入法
　  入法により処理し、売 　  直入法により処理し、 　  により処理し、売却原
　　却原価は移動平均法に 　　売却原価は移動平均法 　　価は移動平均法により
    より算定）     により算定） 　　算定）
　時価のないもの 　時価のないもの 　時価のないもの
　　移動平均法による原価 同左 同左
　　法

　(2) デリバティブ 　時価法 同左 同左
　(3) たな卸資産 商品 商品 商品

  総平均法による原価法 同左 同左
原材料 原材料 原材料
　移動平均法による原価法 同左 同左
貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品
　最終仕入原価法 同左 同左

２　固定資産の減価償
　　却の方法
　(1) 有形固定資産 　定率法によっておりま 同左 同左

す。
　なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基
準によっております。

　(2) 無形固定資産 　定額法によっておりま 同左 同左
す。
　なお、耐用年数について
は、法人税法に規定する方
法と同一の基準によってお
ります。
　ただし、ソフトウェア
(自社利用)については、社
内における見込利用可能期
間(５年)による定額法を採
用しております。

　(3) 長期前払費用   均等償却によっておりま 同左 同左
す。
　なお、償却期間について
は、法人税法に規定する方
法と同一の基準によってお
ります。

項目

－ ７ －



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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 　債権の貸倒れによる損失 同左 同左

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。

　(2) 退職給付引当金 　従業員の退職給付に備え 同左 　従業員の退職給付に備え
るため、当中間会計期間末 るため、当期末における退
における退職給付債務及び 職給付債務及び年金資産の
年金資産の見込額に基づ 見込額に基づき、当期末に
き、当中間会計期間末にお おいて発生していると認め
いて発生していると認めら られる額を計上しておりま
れる額を計上しておりま す。
す。

　(3) 役員退職慰労引 　役員の退職慰労金の支給 同左 　役員の退職慰労金の支給
　　　当金 に備えるため、内規に基づ に備えるため、内規に基づ

く当中間会計期間末要支給 く期末要支給額を計上して
額を計上しております。 おります。

４　リース取引の処理 　リース物件の所有権が借 同左 同左
　　方法 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。

５　ヘッジ会計の方法
　(1) 繰延ヘッジ等の 　繰延ヘッジ処理によって 　繰延ヘッジ処理によって 　繰延ヘッジ処理によって
　　　ヘッジ会計の方 おります。 おります。 おります。
　　　法 　為替予約が付されている 　ヘッジ会計の要件を満た 　為替予約が付されている

外貨建金銭債権債務等につ す金利スワップについて 外貨建金銭債権債務等につ
いては、振当処理を行って は、特例処理を採用してお いては、振当処理を行って
おります。 ります。 おります。
　ヘッジ会計の要件を満た 　ヘッジ会計の要件を満た
す金利スワップについて す金利スワップについて
は、特例処理を採用してお は、特例処理を採用してお
ります。 ります。

項目

－ ８ －



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

　(2) ヘッジ手段とヘ ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段
　　　ッジ対象 　…デリバティブ取引（為 同左 同左

　　替予約取引及び金利ス
　　ワップ取引）
・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象
　…相場変動等による損失 同左 同左
　　の可能性があり、相場
　　変動等が評価に反映さ
　　れていないもの及びキ
　　ャッシュ・フローが固
　　定され、その変動が回
　　避されるもの

　(3) ヘッジ方針 　当社はデリバティブ取引 同左 同左
を行う場合には実需に伴う
取引に限定してヘッジする
こととし、売買益を目的と
した投機的な取引は行わな
い方針としております。

　(4) ヘッジの有効性 　為替予約取引について 　ヘッジ対象のキャッシュ 　為替予約取引について
　　　評価の方法 は、振当処理の要件に該当 ・フロー変動の累計又は相 は、振当処理の要件に該当

すると判定されるため、当 場変動とヘッジ手段のキャ すると判定されるため、当
該判定をもって有効性の判 ッシュ・フロー変動の累計 該判定をもって有効性の判
定にかえております。 又は相場変動を半期毎に比 定にかえております。
　また、金利スワップ取引 較し、両者の変動額等を基 　また、金利スワップ取引
については、ヘッジ手段の 礎として、ヘッジ有効性を については、ヘッジ手段の
想定元本等とヘッジ対象の 評価しております。 想定元本等とヘッジ対象の
元本等が一致しており、金 　ただし、特例処理によっ 元本等が一致しており、金
利スワップの特例処理の要 ている金利スワップについ 利スワップの特例処理の要
件に該当すると判定される ては、有効性の評価を省略 件に該当すると判定される
ため、当該判定をもって有 しております。 ため、当該判定をもって有
効性の判定にかえておりま 効性の判定にかえておりま
す。 す。

　(5) その他リスク管 　当社におけるデリバティ 　当社におけるデリバティ 　当社におけるデリバティ
　　　理方法のうちヘ ブ取引のリスク管理体制に ブ取引のリスク管理体制に ブ取引のリスク管理体制に
　　　ッジ会計に係る 係る基本方針は取締役会で 係る基本方針は取締役会で 係る基本方針は取締役会で
　　　もの 決定され、取引権限、取引 決定され、取引権限、取引 決定され、取引権限、取引

限度額及び管理手続を定め 限度額及び管理手続を定め 限度額及び管理手続を定め
た社内規定に基づき経営管 た社内規定に基づき経理部 た社内規定に基づき経営管
理部が取引の実行及び管理 が取引の実行及び管理を行 理部が取引の実行及び管理
を行っております。 っております。 を行っております。
　経営管理部は取引高、取 　経理部は取引高、取引残 　経営管理部は取引高、取
引残高及び損益状況につい 高及び損益状況について経 引残高及び損益状況につい
て経営会議、取締役会に定 営会議、取締役会に定期的 て経営会議、取締役会に定
期的に報告しております。 に報告しております。 期的に報告しております。

項目

－ ９ －



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

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) 商品売上の計上   原則として出荷基準によ   原則として出荷基準によ 同左
      基準 っております。 っております。

　ただし、商品納入後設置 　ただし、商品納入後設置
据付完了までに相当期間を 据付完了までに相当期間を
要する商品については、設 要する商品については、設
置据付完了をもって売上計 置据付完了をもって売上計
上を行うこととしておりま 上を行うこととしておりま
す。 す。
（追加情報）
  従来、商品売上について
は商品の出荷時点で売上計
上を行っておりましたが、
前期下半期より、商品納入
後設置据付完了までに相当
期間を要する商品について
は、設置据付完了をもって
売上計上を行うことといた
しました。
  なお、前中間会計期間に
この変更を適用した場合と
比較し、前中間会計期間の
売上高は694,000 千円、営
業利益、経常利益および税
引前中間純利益はそれぞれ
24,999千円多く計上されて
おります。

　(2) 消費税等の会計   税抜方式によっておりま 同左 同左
      処理 す｡

項目
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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 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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）

  当中間会計期間から「固定資産の   当事業年度から「固定資産の減損

減損に係る会計基準」(｢固定資産の に係る会計基準」(｢固定資産の減損

減損に係る会計基準の設定に関する に係る会計基準の設定に関する意見

意見書」（企業会計審議会　平成14 書」（企業会計審議会　平成14年８

年８月９日））及び「固定資産の減 月９日））及び「固定資産の減損に

損に係る会計基準の適用指針」（企 係る会計基準の適用指針」（企業会

業会計基準委員会　平成15年10月31 計基準委員会　平成15年10月31日

日　企業会計基準適用指針第６号） 企業会計基準適用指針第６号）を適

を適用しております。 用しております。

　これによる損益に与える影響はあ 　これによる損益に与える影響はあ

りません。 りません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

　当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は 2,123,954千円でありま

す。

　なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

   表示方法の変更

前中間会計期間 当中間会計期間
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示していた「関係会社短期貸付金」（前中間会計期

間 286,509千円）は、当中間会計期間において資産の総

額の100分の５超となったため、区分掲記しております。
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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 当中間会計期間末 前事業年度末
平成17年９月30日 平成18年９月30日 平成18年３月31日

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

730,459 千円 770,406 千円 765,699 千円

※２　消費税等の取扱い ※２  消費税等の取扱い ※２

　　  仮払消費税等及び仮受消費税 　　　　　　　　同左

　　  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。

※３ ※３　中間会計期間末日満期手形 ※３

　　  中間会計期間末日満期手形の

　　  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

　　　が金融機関の休日であったた

　　　め、次の中間会計期間末日満

　　　期手形が中間会計期間末残高

　　　に含まれております。

　　　　受取手形 5,704 千円

　４  偶発債務 　４  偶発債務 　４  偶発債務

　　  次の関係会社について、リー 　　  次の関係会社について、リー 　　  次の関係会社について、リー

　　  ス債務に対し債務保証を行っ 　　  ス債務に対し債務保証を行っ 　　  ス債務に対し債務保証を行っ

　　  ております。 　　  ております。 　　  ております。

　　  ㈱ガソニックス
 

447,498 千円 　　  ㈱ガソニックス 403,698 千円 　　　　　  ㈱ガソニックス 425,598 千円

　５  当社は、運転資金の効率的な 　５  当社は、運転資金の効率的な 　５  当社は、運転資金の効率的な

　　  調達を行うため取引銀行５行 　　  調達を行うため取引銀行５行 　　  調達を行うため取引銀行５行

　　  と貸出コミットメント契約を 　　  と貸出コミットメント契約を 　　  と貸出コミットメント契約を

      締結しております。       締結しております。       締結しております。

　　  当中間会計期間末における貸 　　  当中間会計期間末における貸 　　  当事業年度末における貸出コ

　　  出コミットメント契約に係る 　　  出コミットメント契約に係る 　　  ミットメント契約に係る借入

　　  借入金未実行残高等は、次の 　　  借入金未実行残高等は、次の 　　  金未実行残高等は、次のとお

      とおりであります。       とおりであります。       りであります。

　　  貸出コミット
　　  メントの総額

千円 　　  貸出コミット
　　  メントの総額

千円 　　  貸出コミット
　　  メントの総額

千円

　　  借入実行残高 千円 　　  借入実行残高 千円 　　  借入実行残高 千円

　　  差引額 千円 　　  差引額 千円 　　  差引額 千円1,300,000

2,500,000

2,105,680

2,500,000

1,100,000

1,400,000

394,320

2,000,000

700,000
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　　(中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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

　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。

　　　受取利息 9,139 千円 　　　受取利息 13,325 千円 　　　受取利息 23,357 千円

　　　受取配当金 9,798 千円 　　　受取配当金 9,691 千円 　　　受取配当金 18,031 千円

　　　為替差益 29,284 千円 　　　為替差益 54,746 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

　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。

　　　支払利息 24,411 千円 　　　支払利息 19,189 千円 　　　支払利息 49,664 千円

　　　為替差損 7,861

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

　　　次のとおりであります。 　　　次のとおりであります。 　　　次のとおりであります。

　　　貸倒引当金
      戻入益

1,152 千円 　　　貸倒引当金
      戻入益

5,300 千円 　　　投資有価証券
      売却益

千円

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

　　　次のとおりであります。 　　　次のとおりであります。 　　　次のとおりであります。

　　　投資有価証券
      評価損

211 千円 　　　投資有価証券
      評価損

千円 　　　貸倒引当金
      繰入額

千円

　　　関係会社株式
      評価損

千円

　　　貸倒引当金
      繰入額

千円

　　　たな卸資産
　　　評価損

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 36,383 千円 　　　有形固定資産 34,603 千円 　　　有形固定資産 79,964 千円

　　　無形固定資産 1,401 千円 　　　無形固定資産 466 千円 　　　無形固定資産 2,842 千円

　　　計 37,784 千円 　　　計 35,069 千円 　　　計 82,807 千円

78,208

66,670

32,000185,084

185,196

142,090
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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）

　　　    自己株式に関する事項

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 200 － 97,107

合計 200 － 97,107

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　(リース取引関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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 　リース物件の所有権が借主に移転 　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 すると認められるもの以外のファイ すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 ナンス・リース取引 ナンス・リース取引

　内容の重要性が乏しく、契約１件 同左 　内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引の 当たりの金額が少額なリース取引の

ため中間財務諸表等規則第５条の３ ため財務諸表等規則第８条の６第６

（財務諸表等規則第８条の６第６項 項の規定により記載を省略しており

を準用）の規定により記載を省略し ます。

ております。

　　(有価証券関係）
　　　 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。

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

96,907

96,907
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　　(１株当たり情報）

１株当たり純資産額 552円66銭 570円45銭

１株当たり当期純利益又は

中間純損失(△)

潜在株式調整後１株当たり 同左

中間(当期)純利益

(注) １株当たり当期純利益又は中間純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

20,153千円

－千円

20,153千円

5,089,217株

新株予約権
199,000株

　　(重要な後発事象）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

至　平成18年９月30日
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

△10円04銭

429円80銭

△139円80銭

前事業年度
項目

3円96銭

当中間会計期間 前事業年度

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３月31日
自　平成17年４月１日

－千円 －千円

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

△51,108千円 △711,161千円

5,087,084株

項目
前中間会計期間

普通株主に帰属しない金額

当期純利益
又は中間純損失(△)

普通株式に係る当期純利益
又は中間純損失(△)

普通株式の期中平均株式数

△51,108千円 △711,161千円

5,090,250株

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）純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要

新株予約権
199,000株

新株予約権
199,000株

１株当たり中間純損失を

計上しているため記載し

ておりません。

希薄化効果を有している

潜在株式がないため記載

しておりません。
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