
平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要   平成１８年１１月１７日 
上場会社名  オカダアイヨン株式会社     上場取引所     大証第二部 

コード番号  ６２９４            本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.aiyon.co.jp/） 
代  表  者  代表取締役社長  岡 田  勝 彦 

問合せ先責任者  取締役管理本部長 梶 原  直 樹      ＴＥＬ（０６）６５７６－１２８１ 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日    中間配当制度の有無  有 ・無  

中間配当支払開始日 平成 －年 －月 －日    単元株制度採用の有無  有  (1 単元 1,000 株)・無  

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                   （百万円未満の金額は、いずれも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 4,105 15.2 294 61.2 275 63.7 

17年9月中間期 3,562 6.8 182 48.0 168 37.2 

18年3月期 7,604 14.0 385 41.0 347 25.8 

 

 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 243 180.2 39 29 

17年9月中間期 86 57.7 14 02 

18年3月期 180 28.2 24 87 

 （注） ① 期中平均株式数 18 年 9 月中間期 6,198,320 株 17 年 9 月中間期 6,198,320 株 18 年 3 月期 6,198,320 株 

     ② 会計処理の方法の変更   有  ・ 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 7,840 4,122 52.6 665 16 

17年9月中間期 7,497 3,856 51.4 622 11 

18年3月期 7,459 3,957 53.1 634 23 

（注） ① 期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 6,198,320 株 17 年 9 月中間期 6,198,320 株 18 年 3 月期 6,198,320 株 

    ② 期末自己株式数  18 年 9 月中間期   1,680 株 17 年 9 月中間期      1,680 株 18 年 3 月期   1,680 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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 8,000 480 370 

 （参 考） １株当たり予想当期純利益（通期） 59 円 69 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   0.00 7.50 7.50 

19年3月期（実績）   0.00   ─── 

19年3月期（予想）   ─── 7.50
7.50 

 
上記に記載した予想数値は、本資料の発表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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２ 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  2,016,046 1,604,048 1,357,631 

２．受取手形 ※５ 1,232,584 1,289,114 1,201,709 

３．売掛金  1,144,083 1,661,355 1,680,462 

４．たな卸資産  1,102,628 1,183,651 1,205,516 

５．繰延税金資産  64,099 117,183 90,894 

６．その他  233,648 197,330 231,904 

貸倒引当金  △7,288 △6,603 △6,484 

流動資産合計   5,785,802 77.2 6,046,080 77.1  5,761,635 77.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※２ 233,914 219,343 226,234 

(2）土地 ※２ 879,538 879,538 879,538 

(3）その他  176,322 236,285 166,825 

計  1,289,775 1,335,167 1,272,598 

２．無形固定資産  126,908 122,229 124,413 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  111,499 115,765 124,780 

(2）その他  209,645 239,272 202,864 

貸倒引当金  △26,136 △17,633 △27,059 

計  295,008 337,404 300,586 

固定資産合計   1,711,692 22.8 1,794,801 22.9  1,697,599 22.8

資産合計   7,497,494 100.0 7,840,882 100.0  7,459,234 100.0
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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．支払手形 ※５ 1,042,063 1,001,670 1,144,468 

２．買掛金  449,743 737,073 629,603 

３．短期借入金 ※２ 1,440,000 1,200,000 900,000 

４．未払法人税等  65,382 117,000 91,500 

５．賞与引当金  92,365 97,178 103,139 

６．役員賞与引当金  － 12,937 － 

７．その他 ※７ 95,877 357,147 227,537 

流動負債合計   3,185,432 42.5 3,523,007 44.9  3,096,248 41.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 245,000 － 200,000 

２．退職給付引当金  198,821 195,017 188,133 

３．その他  12,189 － 17,581 

固定負債合計   456,010 6.1 195,017 2.5  405,715 5.4

負債合計   3,641,443 48.6 3,718,025 47.4  3,501,964 46.9
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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
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,049,700 14.0 －  1,049,700 14.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,000,265 － 1,000,265 

資本剰余金合計   1,000,265 13.3 －  1,000,265 13.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  99,020 － 99,020 

２．任意積立金    

(1）圧縮記帳積立金  43,040 － 43,040 

(2）別途積立金  1,522,000 － 1,522,000 

３．中間(当期)未処分
利益 

 124,687 － 218,016 

利益剰余金合計   1,788,748 23.9 －  1,882,077 25.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  17,833 0.2 －  25,723 0.4

Ⅴ 自己株式   △494 △0.0 －  △494 △0.0

資本合計   3,856,051 51.4 －  3,957,270 53.1

負債・資本合計   7,497,494 100.0 －  7,459,234 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 1,049,700 13.4  － －

２．資本剰余金    

（１）資本準備金  － 1,000,265 － 

  資本剰余金合計   － － 1,000,265 12.7  － －

３．利益剰余金    

（１）利益準備金  － 99,020 － 

（２）その他利益剰
余金 

   

  圧縮記帳積立金  － 38,650 － 

  別途積立金  － 1,622,000 － 

  繰越利益剰余金  － 293,348 － 

 利益剰余金合計   － － 2,053,019 26.2  － －

４．自己株式   － － △494 △0.0  － －

  株主資本合計   － － 4,102,489 52.3  － －

Ⅱ評価・換算差額等    

１．その他有価証券
評価差額金 

  － － 20,368 0.3  － －

  評価・換算差額等合
計 

  － － 20,368 0.3  － －

  純資産合計   － － 4,122,857 52.6  － －

負債純資産合計   － － 7,840,882 100.0  － －
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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   3,562,691 100.0 4,105,362 100.0  7,604,578 100.0

Ⅱ 売上原価   2,636,582 74.0 3,012,606 73.4  5,739,378 75.5

売上総利益   926,109 26.0 1,092,755 26.6  1,865,199 24.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  743,655 20.9 798,667 19.4  1,479,855 19.4

営業利益   182,454 5.1 294,088 7.2  385,344 5.1

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,039 1,956 4,175 

２．受取配当金  4,685 4,373 4,734 

３．受取経営指導料  15,300 14,200 29,700 

４．固定資産売却益 ※２ 4,429 3,595 7,479 

５．為替差益  13,750 － 16,074 

６．その他  5,035 7,360 8,418 

営業外収益合計   45,241 1.3 31,486 0.7  70,581 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  10,467 7,365 18,298 

２．債権譲渡損  34,778 17,751 53,101 

３．その他  13,914 24,514 36,525 

営業外費用合計   59,159 1.7 49,631 1.2  107,926 1.4

経常利益   168,536 4.7 275,942 6.7  347,999 4.6

Ⅵ 特別利益    

 １．過年度損益修正益 ※３ 7,940 － 7,940 

   特別利益合計   7,940 0.2 － －  7,940 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．役員退職慰労金  15,000 8,900 15,000 

特別損失合計   15,000 0.4 8,900 0.2  15,000 0.2

税引前中間(当期)
純利益 

  161,476 4.5 267,042 6.5  340,939 4.5

法人税、住民税及
び事業税 

 60,757 110,889 173,687 

法人税等調整額  13,801 74,558 2.1 △87,364 23,525 0.6 △12,993 160,693 2.1

中間(当期)純利益   86,917 2.4 243,517 5.9  180,246 2.4

前期繰越利益   37,770  37,770

中間(当期)未処分
利益 

  124,687  218,016
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本   

準備金 

資本剰余

金合計 

利益  

準備金 圧縮記帳 

積立金 

別途     

積立金 

繰越利益  

剰余金 

利益剰余金

合計 

平成18年3月31日 

残高（千円） 
1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 43,040 1,522,000 218,016 1,882,077

中間会計期間中の

変動額 
    

 平成18年6月29

日開催の定時株

主総会決議によ

る圧縮記帳積立

金の取崩し 

  △2,998  2,998 

その他の事由に

よる圧縮記帳積

立金の取崩し 

  △1,390  1,390 

 別途積立金の積

立て  （注） 
  100,000 △100,000 

剰余金の配当

(注) 
   △46,487 △46,487

 役員賞与（注）    △26,088 △26,088

 中間純利益    243,517 243,517

 株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額 

（純額） 

    

中間会計期間の変

動額合計（千円） 
－ － － － △4,389 100,000 75,331 170,941

平成18年9月30日 

残高 （千円） 
1,049,700 1,000,265 1,000,265 99,020 38,650 1,622,000 293,348 2,053,019

 

  （注）平成１８年６月２９日の定時株主総会による利益処分項目であります。 
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株主資本 評価・換算差額等 

 

自己株式 
株主資本  

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日 

残高（千円） 
△494 3,931,547 25,723 25,723 3,957,270

中間会計期間中の

変動額 
 

 平成18年6月29

日開催の定時株

主総会決議によ

る圧縮記帳積立

金の取崩し 

 

その他の事由に

よる圧縮記帳積

立金の取崩し 

 

 別途積立金の積

立て  （注） 
 

剰余金の配当

(注) 
 △46,487 △46,487

 役員賞与（注）  △26,088 △26,088

 中間純利益  243,517 243,517

 株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額 

（純額） 

 △5,355 △5,355 △5,355

中間会計期間の変

動額合計（千円） 
－ 170,941 △5,355 △5,355 165,586

平成18年9月30日 

残高 （千円） 
△494 4,102,489 20,368 20,368 4,122,857

 

 （注）平成１８年６月２９日の定時株主総会によ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 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

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）を採用して

おります。 

 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）を採用し

ております。 

 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）を採用してお

ります。 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法を採用しております。 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 ・商品 同左 同左 

  破砕機、穿孔機等の主要商

品については個別法による原

価法を採用しております。 

 その他は移動平均法による

原価法を採用しております。

  

 ・製品   

  個別法による原価法を採用

しております。 

  

 ・原材料   

  部品は移動平均法による原

価法を採用しております。 

 補助材料は最終仕入原価法

を採用しております。 

  

 ・貯蔵品   

  最終仕入原価法を採用して

おります。 

  

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（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）及び機械装置

（賃貸）については定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物  ３～38年 

その他 ２～20年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (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ェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

同左 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） 

 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 

  均等償却によっております。

 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  売掛債権、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。 

 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に対し支給する賞与に

充てるため、当中間会計期間の

うち未払期間に対応する支給見

込額を計上しております。 

 

同左  従業員に対し支給する賞与に

充てるため、当期のうち未払期

間に対応する支給見込額を計上

しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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、会計基準変更時差異

（73,445千円）については15年

による按分額を費用処理する方

針であり、当中間会計期間では

その２分の１を計上しておりま

す。 

 

同左  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額に基づ

き計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（73,445千円）については15年

による按分額を費用処理してお

ります。 

 （4）役員賞与引当金 （4）役員賞与引当金 （4）役員賞与引当金 

   役員賞与の支出に備えて、当事

業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12,937千円減少しております。

 

４．ヘッジ会計の方法  (１)ヘッジ会計の方法  (１)ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

  振当処理の要件を満たす為替

予約について、振当処理を採用

しております。 

 

同左        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)ヘッジ手段とヘッジ対象  (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・為替予約 

ヘッジ対象・・外貨建金銭 

       債権債務 

 

同左        同左 

  (３)ヘッジ方針  (３)ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変

動リスクを回避する目的で為替

予約取引を行っております。 

 

同左        同左 

  (４)ヘッジ有効性評価の方法  (４)ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時に外貨建取

引個々に、為替予約を振当てて

おり、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保さ

れているので有効性の評価を省

略しております。 

同左        同左 

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・リース取引につき

ましては、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    消費税等の会計処理    消費税等の会計処理 

 税抜き方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 
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会計方針の変更 

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。これによる損

益に与える影響はありません。 

 

  当連結会計年度より、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4,122,857千円であります。 

 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。 

 

 

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) 

（中間損益計算書）  

 「為替差益」については、前中間会計期間は営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間において営業

外収益の総額にしめる金額的重要性により区分掲記いたしました。

 なお、前中間会計期間の営業外収益の「その他」に含まれている

「為替差益」の金額は1,664千円であります。 

「債権譲渡損」については、前中間会計期間は営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間において営

業外費用の総額にしめる金額的重要性により区分掲記いたしまし

た。 

 なお、前中間会計期間の営業外費用の「その他」に含まれている

「債権譲渡損」の金額は17,498千円であります。 
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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 

946,581千円 954,697千円 960,856千円

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※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。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

建物 61,124千円 

土地 820,853千円 

合計 881,978千円 
  

 
建物 57,060千円

土地 820,853千円

合計 877,914千円
  

 
建物 59,009千円

土地 820,853千円

合計 879,862千円
  

 担保資産に対応する債務は次のとおり

であります。 

 担保資産に対応する債務は次のとおり

であります。 

 担保資産に対応する債務は次のとおり

であります。 
 

短期借入金 120,000千円 

長期借入金 60,000千円 

（１年内返済予定額を含む） 

合計 180,000千円 
  

 
短期借入金 －千円

長期借入金 20,000千円

（１年内返済予定額を含む） 

合計 20,000千円
  

 
短期借入金 －千円

長期借入金 40,000千円

（１年内返済予定額を含む） 

合計 40,000千円
   

 ３ 受取手形割引高 50,000千円 
  

 
 ３ ───── 
  

 
 ３ ───── 
   

 ４ 受取手形裏書譲渡高 54,090千円 
  

 
 ４ 受取手形裏書譲渡高 91,905千円
  

 
 ４ 受取手形裏書譲渡高 72,414千円
   

 ５ ─────  
  

 
※５ 期末日満期手形処理について 

期末日満期手形の処理は、手形交換日

をもって決済処理しています。なお、

当決算期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の決算期末日満期手形が決

算期末日残高に含まれています。 

   受取手形        21,366千円

   裏書手形        11,116千円

   支払手形        82,725千円
  

 
５ ───── 

  

 ６ 債権流動化による遡及義務  ６ 債権流動化による遡及義務  ６ 債権流動化による遡及義務 
  
 566,050千円 
  

  
 542,340千円
  

  
 563,904千円
  

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約及び

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。 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約及び

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。 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約及び

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 

1,000,000千円 

借入実行残高 200,000千円 

差引額 800,000千円 
  

 
当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円
  

 
当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円
  

※８ 消費税等の表示方法 ※８ 消費税等の表示方法  ８ ───── 

 仮払消費税等及び預り消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

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 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 35,731千円 

無形固定資産 2,494千円 
  

 
有形固定資産 41,662千円

無形固定資産 2,499千円
  

 
有形固定資産 74,095千円

無形固定資産 4,989千円
  

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 
 

機械及び装置（賃
貸） 

4,056千円 

車輌運搬具 373千円 

計 4,429千円 
 

 
機械及び装置（賃
貸） 

3,201千円

車輌運搬具 393千円

計 3,595千円
 

 
機械及び装置（賃
貸） 

6,864千円

車輌運搬具 614千円

計 7,479千円
  

※３ 過年度損益修正益の内容は次のとおり

であります。 

※３ 過年度損益修正益の内容は次のとおり

であります。 

※３ 過年度損益修正益の内容は次のとおり

であります。 

  
買掛金戻入額 7,940千円 

  

  
───── 

  

  
買掛金戻入額 7,940千円

  
 ４ 圧縮記帳積立金処理  ４ 圧縮記帳積立金処理  ４ ───── 

 当中間会計期間における税額計算にお

いて、該当期間に係る圧縮記帳積立金を

取崩したものとみなしております。 
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（リース取引関係） 

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） 

 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) 

工具器具備
品 

105,457 42,620 62,837 

車両運搬具 54,179 25,876 28,302 

機械及び装
置 

83,424 68,975 14,448 

合計 243,060 137,473 105,587 

  

 

 
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 

105,457 65,219 40,238

車両運搬具 65,130 24,128 41,001

機械及び装
置 

56,383 56,256 126

合計 226,971 145,605 81,366

  

 

 
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 

105,457 53,920 51,537

車両運搬具 54,179 16,795 37,383

機械及び装
置 

56,383 51,425 4,957

合計 216,020 122,141 93,879

  
(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 45,384千円 

１年超 60,203千円 

合計 105,587千円 
  

 
１年内 34,445千円

１年超 46,920千円

合計 81,366千円
  

 
１年内 38,465千円

１年超 55,413千円

合計 93,879千円
  

（注） 取得価額相当額及び未経過リース料

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。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額及び未経過リース料

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費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、減価償却費相当額及び減損損失 
 

支払リース料 24,564千円 

減価償却費相当額 24,564千円 
  

 
支払リース料 21,253千円

減価償却費相当額 21,253千円
  

 
支払リース料 48,430千円

減価償却費相当額 48,430千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （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。 

同左 

 

同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 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日現在） 

 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日現在） 

 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。 

 

（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 622.11円 

１株当たり中間純利益 14.02円 
  

 
１株当たり純資産額 665.16円

１株当たり中間純利益 39.29円
  

 
１株当たり純資産額 634.23円

１株当たり当期純利益 24.87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

式がないため記載しておりません。

 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 4,122,857 － 

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）
の純資産額（千円） 

－ 4,122,857 － 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（千株） 

－ 6,198 － 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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） 86,917 243,517 180,246 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 26,088 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (26,088) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

86,917 243,517 154,158 

期中平均株式数（千株） 6,198 6,198 6,198 

 

   （重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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