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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 6,053 △4.2 161 － 148 －

17年９月中間期 6,318 16.8 △12 － 13 －

18年３月期 14,048 15.7 439 － 480 －

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 84 － 4.28

17年９月中間期 △167 － △8.46

18年３月期 316 － 14.29

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 19,819,144株 17年９月中間期 19,821,317株 18年３月期 19,820,667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 15,051 6,705 44.5 338.33

17年９月中間期 14,847 6,294 42.4 317.55

18年３月期 15,637 6,907 44.2 346.87

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 19,818,181株 17年９月中間期 19,821,009株 18年３月期 19,819,536株

②期末自己株式数 18年９月中間期 181,819株 17年９月中間期 178,991株 18年３月期 180,464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 14,000 400 260

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　13円 12銭

（注）上記業績予想の前提条件その他の関連事項については、添付資料の４ページをご参照下さい。

 

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 3.75 5.00 8.75

18年９月期（実績） 5.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 5.00

 

－ 1 －



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  575,562   1,421,060   888,205   

２　受取手形 ※５ 2,816,131   2,141,329   2,953,851   

３　売掛金  3,371,988   3,504,504   3,768,035   

４　たな卸資産  1,902,081   2,120,970   1,811,324   

５　その他  730,400   361,093   532,546   

貸倒引当金  △4,300   △1,540   △4,700   

流動資産合計   9,391,862 63.3  9,547,416 63.4  9,949,262 63.6

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※1,2          

１　建物  729,826   665,873   689,363   

２　機械・装置  600,894   523,826   550,810   

３　土地  1,744,331   1,688,017   1,688,017   

４　その他  210,513   182,063   195,265   

有形固定資産合計  3,285,563  22.1 3,059,778  20.3 3,123,455  20.0

(2）無形固定資産  45,722  0.3 43,514  0.3 45,198  0.3

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  1,613,798   1,739,859   2,006,665   

２　長期貸付金  850   150,000   850   

３　その他  518,040   512,657   513,611   

貸倒引当金  △8,061   △1,740   △1,700   

投資その他の資産
合計

 2,124,626  14.3 2,400,776  16.0 2,519,426  16.1

固定資産合計   5,455,912 36.7  5,504,068 36.6  5,688,080 36.4

資産合計   14,847,774 100.0  15,051,485 100.0  15,637,342 100.0
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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 1,648,984   863,028   1,357,966   

２　買掛金  966,179   1,005,166   1,098,782   

３　一年以内返済予定の
社債

 500,000   200,000   200,000   

４　短期借入金  1,200,000   1,000,000   1,200,000   

５　一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 1,311,377   1,552,478   1,951,990   

６　未払金  148,970   107,194   70,497   

７　未払法人税等  5,536   8,342   10,566   

８　賞与引当金  26,500   33,992   36,000   

９　役員賞与引当金  －   16,500   －   

10　その他 ※４ 265,471   270,512   308,791   

流動負債合計   6,073,016 40.9  5,057,213 33.6  6,234,592 39.9

Ⅱ　固定負債           

１　社債  300,000   100,000   200,000   

２　長期借入金 ※２ 1,848,393   2,849,962   1,850,008   

３　繰延税金負債  229,045   263,047   368,120   

４　退職給付引当金  103,139   76,196   76,867   

固定負債合計   2,480,578 16.7  3,289,205 21.9  2,494,995 15.9

負債合計   8,553,594 57.6  8,346,417 55.5  8,729,587 55.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,000,000 6.7  － －  1,000,000 6.4

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  187,912   －   187,912   

資本剰余金合計   187,912 1.3  － －  187,912 1.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  250,000   －   250,000   

２　任意積立金  4,400,000   －   4,400,000   

３　中間（当期）未処分
利益

 155,887   －   565,329   

利益剰余金合計   4,805,887 32.4  － －  5,215,329 33.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  337,338 2.2  － －  542,167 3.5

Ⅴ　自己株式   △36,955 △0.2  － －  △37,654 △0.2

資本合計   6,294,181 42.4  － －  6,907,755 44.2

負債資本合計   14,847,774 100.0  － －  15,637,342 100.0
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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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,000,000 6.6  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   187,912   －   

　資本剰余金合計   － －  187,912 1.2  － －

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   250,000   －   

(2）その他利益剰余　

　金
          

別途積立金  －   4,400,000   －   

繰越利益剰余金  －   518,020   －   

利益剰余金合計   － －  5,168,020 34.3  － －

４　自己株式   － －  △38,280 △0.2  － －

株主資本合計   － －  6,317,652 41.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価

差額金
  － －  387,415 2.6  － －

評価・換算差額等合

計 
  － －  387,415 2.6  － －

純資産合計   － －  6,705,067 44.5  － －

負債純資産合計   － －  15,051,485 100.0  － －
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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   6,318,984 100.0  6,053,468 100.0  14,048,019 100.0

Ⅱ　売上原価   5,591,884 88.5  5,165,806 85.3  12,116,579 86.3

売上総利益   727,100 11.5  887,662 14.7  1,931,441 13.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   739,511 11.7  726,308 12.0  1,491,534 10.6

営業利益又は営業
損失（△）

  △12,411 △0.2  161,354 2.7  439,906 3.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  84,839 1.3  83,294 1.4  150,286 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  58,531 0.9  96,273 1.6  109,823 0.8

経常利益又は経常
損失（△）

  13,896 0.2  148,374 2.5  480,369 3.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,281 0.0  3,160 0.0  23,281 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  38,974 0.6  59,328 1.0  39,844 0.3

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△）

  △23,796 △0.4  92,206 1.5  463,806 3.3

法人税、住民税及
び事業税

 3,831   7,417   7,662   

法人税等調整額  139,970 143,801 2.3 － 7,417 0.1 139,970 147,632 1.0

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  △167,597 △2.7  84,789 1.4  316,174 2.3

前期繰越利益   323,484   －   323,484  

中間配当額   －   －   74,329  

中間（当期）未処
分利益

  155,887   －   565,329  
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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） 1,000,000 187,912 187,912 250,000 4,400,000 565,329 5,215,329 △37,654 6,365,587

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △99,098 △99,098  △99,098

利益処分による役員賞与      △33,000 △33,000  △33,000

中間純利益      84,789 84,789  84,789

自己株式の取得        △626 △626

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）
－ － － － － △47,309 △47,309 △626 △47,935

平成18年９月30日残高（千円） 1,000,000 187,912 187,912 250,000 4,400,000 518,020 5,168,020 △38,280 6,317,652

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） 542,167 542,167 6,907,755

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △99,098

利益処分による役員賞与   △33,000

中間純利益   84,789

自己株式の取得   △626

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△154,752 △154,752 △154,752

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△154,752 △154,752 △202,687
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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９月30日残高（千円） 387,415 387,415 6,705,067
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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

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

・満期保有目的債券

…償却原価法（定額法）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

・満期保有目的債券

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

・満期保有目的債券

同左

・子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

・子会社株式及び関連会社株式

同左

・子会社株式及び関連会社株式

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

…期末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

・製品、仕掛品　……総平均法による

原価法

・原材料、貯蔵品　…月別移動平均法

による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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）を採用してい

る。

　なお主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物 20年～47年

機械・装置 10年

  

(2）無形固定資産

　定額法を採用している。

　なお、自社利用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）に基づく定額法を採用している。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）

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いる。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上している。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）　　　　──────

 

(3）役員賞与引当金

 　役員に対して支給する役員賞与の支

出に充てるため、支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上してい

る。

(会計方針の変更）

 　当中間会計期間から「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）を適用してい

る。

　この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利

益が、それぞれ16,500千円減少してい

る。

(3）　　　　──────

 

(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

年金資産の見込額（簡便法）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いる。

(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

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額（簡便法）に基づき計上し

ている。

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

によっている。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左
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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）

５．重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を充たす金利ス

ワップ取引によっている。

５．重要なヘッジ会計の方法

同左

 

５．重要なヘッジ会計の方法

同左

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段……金利スワップ取

引

 

 

 

 

②ヘッジ対象……金利   

ハ．ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っている。

 

 

 

 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっているスワップ

について有効性の評価を省略して

いる。

 

 

 

 

６．その他中間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

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっている。

６．その他中間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

同左

６．その他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

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）

（減損会計）

　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

適用している。

　これにより損益に与える影響はない。

──────

 

────── 

 

（費用の区分処理の変更）

　従来、販売費及び一般管理費計上さ

れていた営業外収益の賃貸料に関連し

て発生する費用は、当中間会計期間よ

り営業外費用に計上する方法に変更し

ている。

　この変更は、賃貸料と当該賃貸料に

関連する費用とを明確に対応させると

ともに、より適正な営業損益を表示す

るために行ったものである。

　この変更により、従来の方法と比較

し、営業損失が10,939千円減少してい

る。

──────

 

────── 

 

────── 

 

（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）を適用してい

る。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,705,067千円である。　

　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

している。

────── 
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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）

────── 

 

 

 

（企業結合に係る会計基準及び事業分

離等に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　企業会計基準第７号　平成17年12月

27日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　企業会計基準

適用指針第10号　平成17年12月27日）

を適用している。

────── 
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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　有形固定資産減価償却累計額

9,387,407千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

9,594,688千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

9,497,784千円

※２　有形固定資産のうち下記工場財

団は金融機関からの借入債務に対

して抵当権を設定し担保に供して

いる。

※２　有形固定資産のうち下記工場財

団は金融機関からの借入債務に対

して抵当権を設定し担保に供して

いる。

※２　有形固定資産のうち下記工場財

団は金融機関からの借入債務に対

して抵当権を設定し担保に供して

いる。

土地 91,896千円

建物 566,520千円

機械・装置 462,673千円

計
(本社工場

帳簿価額)
1,121,089千円

土地 91,896千円

建物 514,839千円

機械・装置 404,487千円

計
(本社工場

帳簿価額)
1,011,222千円

土地 95,957千円

建物 546,947千円

機械・装置 415,195千円

計
(本社工場

帳簿価額)
1,058,099千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

長期借入金 250,000千円 長期借入金 300,000千円 長期借入金 250,000千円

（１年以内返済予定額を含む） （１年以内返済予定額を含む） （１年以内返済予定額を含む）

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行なってい

る。

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行なってい

る。

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行なってい

る。

会社名 会社名 会社名

大連［林］精密

鋳造有限公司

（中国）

110,000千円

大連［林］精密

鋳造有限公司

（中国）

110,000千円

大連［林］精密

鋳造有限公司

（中国）

110,000千円

　上記の他子会社㈱ノナガセの仕

入債務581,433千円に対し、債務

保証を行っている。

　上記の他子会社㈱ノナガセの仕

入債務696,967千円に対し、債務

保証を行っている。

　上記の他子会社㈱ノナガセの仕

入債務874,839千円に対し、債務

保証を行っている。

※４　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」に含めて表示している。

　　　──────

※４　消費税等の取扱い

同左

 

 

 

 

 ※５　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であっ

たが、満期日に決済が行われた

ものとして処理している。当中

間期末日満期手形の金額は、次

の通りである。

 受取手形　　　　294,939千円

 支払手形　　　　174,813千円

※４　　　──────

 

 

 

 

 

 　　　──────
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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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 4,988千円

受取配当金 19,403千円

賃貸料 49,473千円

受取利息 4,984千円

受取配当金 18,476千円

賃貸料 45,508千円

受取利息 9,820千円

受取配当金 22,707千円

賃貸料 95,190千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 19,893千円 支払利息 26,017千円

事業開発調査費

用
  27,500千円

支払利息 42,028千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入

益
900千円

固定資産売却益 381千円

貸倒引当金戻入

益
3,160千円

投資有価証券売

却益
4,496千円

固定資産売却益 18,785千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

棚卸資産廃棄損 17,910千円

過年度工事負担

金
17,892千円

固定資産処分損 3,171千円

棚卸資産廃棄損 50,623千円

投資有価証券評

価損
8,528千円

固定資産処分損 176千円

棚卸資産廃棄損 17,910千円

過年度工事負担

金
17,892千円

固定資産処分損 4,041千円

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 115,867千円

無形固定資産 6,596千円

有形固定資産 97,309千円

無形固定資産 7,694千円

有形固定資産 239,432千円

無形固定資産 13,298千円

６　過去１年間の売上高

　当社の売上高は、完成工事が下

半期に集中するため、事業年度の

上半期の売上高と下半期の売上高

との間に著しい相違があり、上半

期と下半期の業績に季節的変動が

ある。

６　過去１年間の売上高

同左

６　　　──────
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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）

工具器具及
び備品

19,447 12,092 7,355

 

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）

工具器具及
び備品

5,686 3,870 1,816

その他 9,228 6,767 2,461

合計 14,914 10,637 4,277

 

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）

工具器具及
び備品

19,447 13,622 5,824

　（注）　取得価額相当額は、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い

る。

同左 　（注）　取得価額相当額は、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

法により算定している。

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 2,941千円

１年超 4,414千円

合計 7,355千円

１年内 2,848千円

１年超 1,429千円

合計 4,277千円

１年内 2,830千円

１年超 2,995千円

合計 5,824千円

　（注）　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

法により算定している。

同左 　（注）　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

ている。

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 1,839千円

減価償却費相当額 1,839千円

支払リース料 1,451千円

減価償却費相当額 1,451千円

支払リース料 3,419千円

減価償却費相当額 3,419千円

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いる。

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

（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における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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（１株当たり情報）

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30日）

１株当たり純資産額

（円　銭）
317　55 338　33  346　87

１株当たり中間（当期）

純利益又は純損失（△）

（円　銭）

△8　46  4　28  14　29

 　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

が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載

していない。

　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

ため記載していない。

　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

ため記載していない。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は純損失（△）金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
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株当たり中間（当期）

純利益又は純損失（△）

金額

   

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△）

（千円）

△167,597 84,789 316,174

普通株主に帰属しない金

額（千円）
－ － 33,000

（うち利益処分による

役員賞与）
(－) （－） (33,000)

普通株式に係る中間（当

期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△167,597 84,789 283,174

期中平均株式数（千株） 19,821 19,819 19,821
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