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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 （百万円未満切り捨て）

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 540 (  13.1) 317 ( 31.9) 332 (  25.9)

17年９月中間期 477 (  18.5) 240 ( 167.6) 263 (  78.1)

18年３月期 796 338 378

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 297 (33.2) 43 13

17年９月中間期 223 (159.2) 33 13

18年３月期 253 37 38

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 6,905,472株 17年９月中間期 6,748,303株 18年３月期 6,779,108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 （百万円未満切り捨て）

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 6,207 5,783 93.1 839 46

17年９月中間期 6,320 5,588 88.4 828 18

18年３月期 6,108 5,652 92.5 823 93

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 6,889,022株 17年９月中間期 6,748,222株 18年３月期 6,860,422株

    ②期末自己株式数 18年９月中間期 446,612株 17年９月中間期 587,412株 18年３月期 475,212株

２．平成19年１月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年１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 800  500  270  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円19銭

　　※　平成19年１月期は決算期変更のため10ヶ月決算となります。

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 － － － 20.00 － 20.00

19年１月期（実績） － － － － －  

19年１月期（予想） － － － 17.00 － 17.00

※　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 1,406,694 1,819,492 1,730,553

２．たな卸資産 2,497 652 761

３．繰延税金資産 5,258 6,740 9,198

４．その他 154,232 188,571 130,476

５．貸倒引当金 △1,968 － △1,441

流動資産合計 1,566,714 24.8 2,015,456 32.5 1,869,549 30.6

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 151,314 140,843 147,464

２．土地 214,012 208,610 208,610

３．その他 20,382 24,769 27,812

４．減損損失累計額 △38,688 △38,688 △38,688

有形固定資産合計 347,021 5.5 335,535 5.4 345,199 5.7

(2）無形固定資産 18,764 0.3 11,655 0.2 11,914 0.2

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 622,846 352,676 446,192

２．関係会社株式 2,248,854 2,248,854 2,248,854

３．関係会社長期貸
付金

667,000 511,000 477,000

４．繰延税金資産 31,163 181,233 134,881

５．敷金保証金 90,107 55,433 62,929

６．保険積立金 726,196 665,770 665,770

７．その他 17,306 12,936 14,653

８．貸倒引当金 △15,276 △183,097 △168,245

投資その他の資産
合計

4,388,198 69.4 3,844,807 61.9 3,882,036 63.5

固定資産合計 4,753,984 75.2 4,191,998 67.5 4,239,150 69.4

資産合計 6,320,698 100.0 6,207,455 100.0 6,108,699 100.0
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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 44,690 35,886 42,977

２．短期借入金 100,000 － －

３．一年内返済予定長
期借入金

200,000 300,000 300,000

４．未払金 8,123 7,242 17,295

５．未払法人税等 8,499 14,819 24,671

６．賞与引当金 4,919 4,432 4,133

７．その他  ※２ 11,203 11,991 13,156

流動負債合計 377,435 6.0 374,373 6.0 402,233 6.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 300,000 － －

２．退職給付引当金 1,194 1,473 1,318

３．役員退職慰労引当
金

13,359 17,036 15,093

４．その他 40,000 31,483 37,547

固定負債合計 354,554 5.6 49,993 0.8 53,960 0.9

負債合計 731,989 11.6 424,366 6.8 456,193 7.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 466,700 7.4 － － 466,700 7.6

Ⅱ　資本剰余金

  資本準備金 1,529,877 － 1,529,877

資本剰余金合計 1,529,877 24.2 － － 1,529,877 25.0

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 41,476 － 41,476

２．任意積立金 3,570,343 － 3,570,343

３．中間（当期）未処
分利益

399,483 － 419,526

利益剰余金合計 4,011,303 63.5 － － 4,031,346 66.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

160,780 2.5 － － 93,759 1.6

Ⅴ　自己株式 △579,953 △9.2 － － △469,177 △7.7

資本合計 5,588,708 88.4 － － 5,652,505 92.5

負債資本合計 6,320,698 100.0 － － 6,108,699 100.0
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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 － － 466,700 7.5 － －

２．資本剰余金

　資本準備金 － 1,529,877 －

　資本剰余金合計 － － 1,529,877 24.6 － －

３．利益剰余金

（1）利益準備金 － 41,476 －

（2）その他利益剰余金

 　　配当平均積立金 － 200,000 －

 　　別途積立金 － 3,370,343 －

 　　繰越利益剰余金 － 575,076  －

  利益剰余金合計 － － 4,186,896 67.4 － －

４．自己株式 － － △438,503 △7.1 － －

    　株主資本合計 － － 5,744,971 92.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等　  
 
 

 
 

  

　その他有価証券評価
差額金

－ －  38,117 0.6 － －

   評価・換算差額等合
計

－ － 38,117 0.6 － －

 　 純資産合計 － － 5,783,088 93.1 － －

 　 負債純資産合計 － － 6,207,455 100.0 － －
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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 477,485 100.0 540,069 100.0 796,029 100.0

Ⅱ　売上原価 26,107 5.5 18,519 3.4 51,465 6.5

売上総利益 451,377 94.5 521,550 96.6 744,563 93.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

210,834 44.1 204,364 37.9 406,155 51.0

営業利益 240,542 50.4 317,185 58.7 338,408 42.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 25,378 5.3 17,983 3.3 44,945 5.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 2,053 0.4 2,961 0.5 5,293 0.6

経常利益 263,868 55.3 332,208 61.5 378,060 47.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 2,376 0.5 － － 95,300 12.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 11,299 2.4 2,877 0.5 181,117 22.8

税引前中間(当期)
純利益

254,944 53.4 329,331 61.0 292,243 36.7

法人税、住民税及
び事業税

17,988 37,511 87,487

法人税等調整額 13,406 31,395 6.6 △6,019 31,491 5.8 △48,630 38,856 4.9

中間（当期）純利
益

223,548 46.8 297,839 55.2 253,387 31.8

前期繰越利益 175,934 － 175,934

自己株式処分差損 － － 9,795

中間（当期）未処
分利益

399,483 － 419,526
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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

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）
466,700 1,529,877 1,529,877 41,476 200,000 3,370,343 419,526 4,031,346 △469,177 5,558,746

中間会計期間中の変動額

（千円）

剰余金の配当       △137,208 △137,208  △137,208

中間純利益       297,839 297,839  297,839

自己株式の取得         △26,786 △26,786

自己株式の処分       △5,080 △5,080 57,460 52,380

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）
      155,550 155,550 30,674 186,224

平成18年９月30日　残高

（千円）
466,700 1,529,877 1,529,877 41,476 200,000 3,370,343 575,076 4,186,896 △438,503 5,744,971

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）
93,759 93,759 5,652,505

中間会計期間中の変動額

（千円）

剰余金の配当   △137,208

中間純利益   297,839

自己株式の取得   △26,786

自己株式の処分   52,380

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△55,642 △55,642 △55,642

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△55,642 △55,642 130,582

平成18年９月30日　残高

（千円）
38,117 38,117 5,783,088
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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

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

子会社株式及び関連会社株式

同 左

(1）有価証券

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してお

ります。）

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して

おります。）

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してお

ります。)

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

商品・貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

商品・貯蔵品

同 左

(2）たな卸資産

商品・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

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降の

取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法の規定によってお

ります。

(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

おります。

　主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

　建物及び構築物　　  ３～50年

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降の

取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法の規定によってお

ります。

(2）無形固定資産

定額法

　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

同 左

(2) 無形固定資産

同 左

(3）長期前払費用

定額法

　耐用年数については、法人税法の

規定によっております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

(3）長期前払費用

定額法

　耐用年数については、法人税法の

規定によっております。

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

倒実績率による計算額を、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

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当中間期に対応する実際支給見込額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同 左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当期に対応する実際支給見込額を計

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）

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当会計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。

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（5年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(3) 退職給付引当金

同 左

 

(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。

　数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

 (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退任に伴う退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく中間

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  

 役員の退任に伴う退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく必要

額を計上しております。 

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おります。

同 左 同 左

５．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

　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）

 

 ──────

 

（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、5,783,088千円でありま

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）

  前中間会計期間において有形固定項目「その他」に含め

て表示していた「構築物」（前中間会計期間5,738千円、当

中間会計期間5,550千円）については、当中間会計期間より

「建物及び構築物」として表示することとしました。

 

   ──────

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

        412,592千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    408,332千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 420,278千円

※２．消費税等の会計処理

  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。

※２．消費税等の会計処理 

同  左

※２．

  ─────

３.保証債務

（1）分割子会社に承継したリース契約等に関

わる重畳的債務

３.保証債務

（1）分割子会社に承継したリース契約等に関

わる重畳的債務

３.保証債務

（1）分割子会社に承継したリース契約等に関

わる重畳的債務

割賦未払金及び未経過

リース債務
  45,687千円

(うち1年以内返済予定) ( 34,797千円)

割賦未払金及び未経過

リース債務
6,997千円

(うち1年以内返済予定) (6,997千円)

割賦未払金及び未経過

リース債務
21,198千円

(うち1年以内返済予定) ( 19,354千円)

（2）次の関係会社について、金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っております。

（2）次の関係会社について、金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っております。

（2）次の関係会社について、金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っておりま

す。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱キララダイ
ニングサービ
ス

9,375 借入債務

1,150 リース債務

㈱スター
チェーン丸進

7,864
割賦未払金
及び未経過
リース債務

計 18,389 ―

保証先
金額

（千円）
内容

㈱キララダイ
ニングサービ
ス

4,875 借入債務

598 リース債務

㈱スター
チェーン丸進

859
割賦未払金
及び未経過
リース債務

計 6,332 ―

保証先
金額

（千円）
内容

㈱キララダイ
ニングサービ
ス

7,125 借入債務

874 リース債務

㈱スター
チェーン丸進

4,435
割賦未払金
及び未経過
リース債務

計 12,434 ―
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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．営業外収益のうち重要なものは、次の

とおりであります。

※１．営業外収益のうち重要なものは、次の

とおりであります。

※１．営業外収益のうち重要なものは、次の

とおりであります。

受取利息       5,445千円

家賃収入    6,540千円

受取配当金 3,037千円

受取利息     4,096千円

家賃収入   7,027千円

受取配当金 3,242千円

受取利息    10,817千円

家賃収入    13,657千円

受取配当金     3,043千円

※２．営業外費用のうち重要なものは、次の

とおりであります。

※２．営業外費用のうち重要なものは、次の

とおりであります。

※２．営業外費用のうち重要なものは、次の

とおりであります。

支払利息      1,988千円 支払利息   1,407千円 支払利息  4,776千円

※３．特別利益のうち重要なものは、次のと

おりであります。

※３． ※３．特別利益のうち重要なものは、次のと

おりであります。

固定資産売却益 2,376千円

  

 

 ──────

固定資産売却益 37,158千円

貸倒引当金戻入益    10,202千円

保険解約返戻金   47,285千円

なお、固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

 　なお、固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

建物      2,376千円          土地      37,158千円

※４．特別損失のうち重要なものは、次のと

おりであります。

※４．特別損失のうち重要なものは、次のと

おりであります。

※４．特別損失のうち重要なものは、次のと

おりであります。

固定資産売却損        3,526千円

固定資産除却損        2,811千円

店舗撤退関連費用    1,561千円

会員権評価損 3,400千円

固定資産除却損       2,877千円 固定資産売却損 1,569千円

固定資産除却損 2,811千円

子会社貸付金貸倒引当

金繰入額

163,500千円

店舗撤退関連費用 3,644千円

  なお、固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

 　なお、固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

土地 3,526千円 

  

  

　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物       797千円

その他 2,014千円

計 2,811千円

     

  

  

　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 2,784千円

その他    92千円

計 2,877千円

車両運搬具  70千円

その他  1,498千円

計      1,569千円

　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物   797千円

その他  2,014千円

計       2,811千円

  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    5,998千円

無形固定資産 1,460千円

有形固定資産   7,271千円

無形固定資産 1,819千円

有形固定資産 12,740千円

無形固定資産     3,177千円
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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 475 29 58 446

合計 475 29 58 446

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加29千株は、取締役会決議による取得によるものであります。

　　　２.普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、新株予約権の権利行使によるものであります。
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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）

１．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）

その他
(有形固
定資産)

245,928 179,477 66,451

合計 245,928 179,477 66,451

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）

その他
(有形固
定資産)

116,328 91,714 24,614

合計 116,328 91,714 24,614

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）

その他
(有形固
定資産)

209,145 166,297 42,848

合計 209,145 166,297 42,848

(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

１年内 42,738千円

１年超 25,261千円

合計 68,000千円

１年内 18,531千円

１年超 6,730千円

合計 25,261千円

１年内 30,184千円

１年超 13,737千円

合計 43,922千円

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 26,903千円

減価償却費相当額 25,888千円

支払利息相当額 605千円

支払リース料 19,773千円

減価償却費相当額 19,047千円

支払利息相当額 256千円

支払リース料 50,537千円

減価償却費相当額 48,677千円

支払利息相当額 1,017千円

(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

(6）リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

(6）リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

(6）リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。

 

２．オペレーティング・リース取引

　注記すべき重要なオペレーティング・

リース取引はありません。

２．オペレーティング・リース取引

同　左

２．オペレーティング・リース取引

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 828円18銭

１株当たり中間純利益  33円13銭

１株当たり純資産額 839円46銭

１株当たり中間純利益 43円13銭

１株当たり純資産額 823円93銭

１株当たり当期純利益    37円38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、希薄化効果

を有している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。

 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額  
37円20銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益

（千円）
223,548 297,839 253,387

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）
223,548 297,839 253,387

期中平均株式数（株） 6,748,303 6,905,472 6,779,108

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

普通株式増加数（株） ― ― 31,827

（うち新株予約権） (―) (―) (31,827)

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１種類（新株予

約権の数4,370個）

────── ──────
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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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

  該当事項はありません。

－ 15 －


