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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                
 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 

     4,594   △26.5 
     6,252    14.9 

     167    △3.0  
     172     9.6 

      169   △15.0 
      199    19.8 

18 年３月期     10,753    △4.4      331   △24.9       377   △14.2 
 
 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 

      98   △19.0 
     121    33.0 

      6.17 
      8.34 

18 年３月期      237   △10.0      15.72 
(注)①期中平均株式数  18年９月中間期 15,903,507 株 17 年９月中間期 14,512,120 株 18 年３月期 14,724,737 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 

     11,037 
     10,883 

      5,827 
      4,894 

     52.8 
     45.0 

    366.51 
    337.32 

18 年３月期      10,706       5,767      53.9     362.22 
(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,900,802 株 17 年９月中間期 14,508,647 株 18 年３月期 15,904,942 株 
    ②期末自己株式数  18年９月中間期  899,198 株 17年９月中間期  2,291,353 株 18 年３月期  895,058 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 9,500 500 280 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  17 円 61 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   2.50   2.50 

2.502.50
5.00 

2.505.00 19 年３月期(実績)   2.50    － 
2.502.5019 年３月期(予想)    －   2.50 
2.502.50

5.00 

 
※1.上記の予想は本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
※2.上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  824  676  1,488  

２ 受取手形 ※４ 316  877  480  

３ 売掛金  3,292  2,426  2,252  

４ 棚卸資産  1,083  1,141  855  

５ 未収入金  1,539  1,726  1,416  

６ 繰延税金資産  92  76  87  

７ その他  53  52  78  

貸倒引当金  △0  △1  △0  

流動資産合計   7,203 66.2  6,975 63.2  6,658 62.2

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※
１ 
２ 

      

(1) 建物及び 
  構築物  1,027  967  991  

(2) 土地  739  739  739  

(3) その他  170  150  167  

有形固定資産 
合計 

 1,936  17.8 1,857  16.8 1,898  17.7

２ 無形固定資産  63  0.6 46  0.4 55  0.5

３ 投資その他の 
  資産        

(1) 投資有価証券 ※２ 1,109  1,503  1,487  

(2) 関係会社株式  336  336  336  

(3) 繰延税金資産  7  ―  ―  

(4) その他  239  330  283  

 貸倒引当金  △13  △11  △13  

投資その他の 
資産合計 

 1,679  15.4 2,158  19.6 2,093  19.6

固定資産合計   3,680 33.8  4,062 36.8  4,047 37.8

資産合計   10,883 100.0  11,037 100.0  10,706 100.0
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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 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形  1,498  1,236   1,092  

２ 買掛金  1,968  1,789   1,459  

３ 短期借入金 ※２ 916  500   620  

４ 未払法人税等  60  26   56  

５ その他 ※２ 579  392   395  

流動負債合計   5,023 46.1  3,944 35.7  3,624 33.8

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※２ ―  200   200  

２ 長期預り保証金 ※２ 420  395   408  

３ 繰延税金負債  ―  204   164  

４ 退職給付引当金  476  436   464  

５ 役員退職慰労 
  引当金  69  28   77  

固定負債合計   966 8.9  1,265 11.5  1,314 12.3

負債合計   5,989 55.0  5,210 47.2  4,938 46.1

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   1,503 13.8  ― ―  1,503 

Ⅱ 資本剰余金         

 １ 資本準備金  1,442  ―   1,759  

  資本剰余金合計   1,442 13.3  ― ―  1,759 16.5

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 利益準備金  171  ―   171  

２ 任意積立金  1,282  ―   1,282  

３ 中間(当期) 
  未処分利益  469  ―   549  

  利益剰余金合計   1,924 17.7  ― ―  2,004 18.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   429 3.9  ― ―  658 6.2

Ⅴ 自己株式   △406 △3.7  ― ―  △159 △1.5

資本合計   4,894 45.0  ― ―  5,767 53.9

負債・資本合計   10,883 100.0  ― ―  10,706 100.0
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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 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

金額(百万円) 構成比
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   ―  1,503  ― 

 ２ 資本剰余金        

  (1) 資本準備金  ―  1,442  ―  

  (2) その他 
    資本剰余金  ―  317  ―  

   資本剰余金合計   ―  1,759  ― 

 ３ 利益剰余金        

  (1) 利益準備金  ―  171  ―  

  (2) その他 
    利益剰余金        

   配当準備積立金  ―  333  ―  

   買換資産積立金  ―  26  ―  

   別途積立金  ―  923  ―  

   繰越利益剰余金  ―  602  ―  

   利益剰余金合計   ―  2,056  ― 

 ４ 自己株式   ―  △160  ― 

   株主資本合計   ―  5,159 46.7  ― 

Ⅱ 評価・換算差額等        

   その他有価証券 
   評価差額金 

  ―  668  ― 

   評価・換算 
   差額等合計 

  ―  668 6.1  ― 

   純資産合計   ―  5,827 52.8  ― 

   負債純資産合計   ―  11,037 100.0  ― 
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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 
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(百万円) 百分比
(％) 

金額(百万円) 百分比
(％) 

金額(百万円) 百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   6,252 100.0  4,594 100.0  10,753 100.0

Ⅱ 売上原価   5,665 90.6  4,022 87.5  9,620 89.5

売上総利益   587 9.4  572 12.5  1,132 10.5

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費   415 6.6  404 8.8  800 7.4

営業利益   172 2.8  167 3.7  331 3.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  39 0.6  9 0.2  71 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  13 0.2  8 0.2  26 0.3

経常利益   199 3.2  169 3.7  377 3.5

Ⅵ 特別利益   ― ―  ― ―  24 0.2

Ⅶ 特別損失   4 0.1  8 0.2  17 0.1

税引前中間 
(当期)純利益 

  194 3.1  160 3.5  384 3.6

法人税、住民税 
及び事業税  54  18  105  

法人税等調整額  18 73 1.2 44 62 1.4 41 146 1.4

中間（当期） 
純利益 

  121 1.9  98 2.1  237 2.2

前期繰越利益   348  ―  348 

中間配当額   ―  ―  36 

中間（当期） 
未処分利益 

  469  ―  549 
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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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,503 1,442 317 1,759 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当     

 役員賞与金     

 中間純利益     

 買換資産積立金の取崩     

 自己株式の取得     

 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 
(百万円) 

－ － － － 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,503 1,442 317 1,759 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

利益準備金 配当準備積

立金 

買換資産

積立金 
別途積立金 

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 171 333 26 923 549 2,004 △159 5,108 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当     △39 △39  △39 

 役員賞与金     △6 △6  △6 

 中間純利益     98 98  98 

 買換資産積立金の取崩   △0  0   － 

 自己株式の取得       △1 △1 

 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 
(百万円) 

－ － △0 － 52 52 △1 51 

平成18年９月30日残高(百万円) 171 333 26 923 602 2,056 △160 5,159 

 

評価・換算差額等 

 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(百万円) 658 658 5,767 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △39 

 役員賞与金   △6 

 中間純利益   98 

 買換資産積立金の取崩   － 

 自己株式の取得   △1 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

9 9 9 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

9 9 60 

平成18年９月30日残高(百万円) 668 668 5,827 
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中間財務諸表作成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) 棚卸資産  
①製品……総平均法による低価法 

②仕掛品…総平均法による原価法 
③商品、原材料、貯蔵品  

       ……最終仕入原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) 棚卸資産  

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) 棚卸資産  

同左 

(2) 有価証券 

①子会社株式 
移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 
中間期末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 

(3) デリバティブ 

   時価法 

(2) 有価証券 

①子会社株式 
同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 
中間期末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) 

時価のないもの 
同左 

(3) デリバティブ 

同左 

(2) 有価証券 

①子会社株式 
同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 
決算期末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 
同左 

(3) デリバティブ 

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
降取得した建物(建物付属設

備を除く)については、定額
法によっております。 
なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定
する方法と同一の基準によっ
ております。 

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 

 (2) 無形固定資産 
定額法 
ただし、ソフトウェア(自社

利用)については、社内にお
ける利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
同左 

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。 

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 
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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) 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に

基づき、当中間期末において
発生していると認められる額
を計上しております。 

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（８年）に

よる按分額を費用処理してお
ります。 
数理計算上の差異は、各期の

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（８年）による按分額をそ

れぞれ発生の翌期より費用処
理しております。 

 (2) 退職給付引当金  

同左 

 (2) 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に

基づき計上しております。 
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（８年）に
よる按分額を費用処理してお
ります。 

数理計算上の差異は、各期の
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（８年）による按分額をそ
れぞれ発生の翌期より費用処
理しております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、当社所定の基準
に基づく中間期末要支給額の
100％を計上しております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 
同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、当社所定の基準
に基づく期末要支給額の
100％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。 

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 

 

５ 消費税等の会計処理の方法 
消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。 
なお、仮払消費税等及び仮受消
費税等は相殺の上、24百万円を

流動資産の「未収入金」に含め
て表示しております。 

５ 消費税等の会計処理の方法 
消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。 
なお、仮払消費税等及び仮受消
費税等は相殺の上、12百万円を

流動資産の「未収入金」に含め
て表示しております。 

５ 消費税等の会計処理の方法 
消費税等の会計処理は、税抜

方式を採用しております。 
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会計処理の変更 
 

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」 
（「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」（企業会計基準委員会 
平成15年10月31日 企業会計基準適
用指針第６号）を当中間会計期間か

ら適用しております。 
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。 
 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は5,827百万円であ

ります。 
 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。 

(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」 
（「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」（企業会計基準委員会 
平成15年10月31日 企業会計基準適
用指針第６号）を当事業年度から適

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。 
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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 
 2,685百万円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
 2,600百万円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
 2,714百万円

 
※２ 担保資産 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 658百万円 
投資有価証券   549百万円 

 

※２ 担保資産 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 640百万円 
投資有価証券   778百万円 

 

※２ 担保資産 
 (1) 担保資産 

有形固定資産 649百万円 
投資有価証券 763百万円 

 
 (2) 担保付借入金 

長期借入金 200百万円 
(うち１年以内に返済する 
長期借入金 200百万円)

長期預り保証金 444百万円 
(うち１年以内に返済する 
長期預り保証金 24百万円)

 

 (2) 担保付借入金 

長期借入金 200百万円 
(うち１年以内に返済する 
長期借入金 ―百万円)

長期預り保証金 420百万円 
(うち１年以内に返済する 
長期預り保証金 24百万円)

 

 (2) 担保付借入金 

長期借入金 200百万円 
(うち１年以内に返済する 
長期借入金 ―百万円)

長期預り保証金 432百万円 
(うち１年以内に償還する 
長期預り保証金 24百万円)

 
上記金額の他に子会社の長期
借入金132百万円について投
資有価証券を担保提供してお

ります。 

上記金額の他に子会社の長期
借入金75百万円について投資
有価証券を担保提供しており

ます。 

上記金額の他に子会社の長期
借入金103百万円について、
投資有価証券を担保提供して

おります。 
３ 偶発債務 

子会社の銀行取引に対する保

証債務残高 
㈱函館セコニック 318百万円
㈱福島セコニック 25百万円

計 343百万円
海外仕入先である三誠精密有
限公司の取引先に対する保証 
債務残高 15百万円
 

３ 偶発債務 
子会社の銀行取引に対する保

証債務残高 
㈱函館セコニック 198百万円
㈱福島セコニック 146百万円

計 345百万円
海外仕入先である三誠精密有
限公司の取引先に対する保証 
債務残高 4百万円

 
※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日
に決済が行われたものとして

処理しております。 
    なお、当中間会計期間末日

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
高から除かれております。 

受取手形 33百万円 
 

３ 偶発債務 
子会社の銀行取引に対する保

証債務残高 
㈱函館セコニック 189百万円
㈱福島セコニック 75百万円

計 264百万円
海外仕入先である三誠精密有
限公司の取引先に対する保証 
債務残高 28百万円
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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 
受取利息 0百万円 
受取配当金 4百万円 

為替差益 26百万円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 1百万円 
受取配当金 3百万円 

  
 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 1百万円
受取配当金 6百万円

為替差益 39百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 8百万円 
  

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 4百万円 
  

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 14百万円 
  

 
 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 53百万円 
 無形固定資産 11百万円 

 

 ３ 減価償却実施額 
 有形固定資産 52百万円 
 無形固定資産 11百万円 

 

 ３ 減価償却実施額 
 有形固定資産 115百万円 
 無形固定資産 23百万円 
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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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株）             895,058              4,140                 ―              899,198 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  4,140株 
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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－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－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－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－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－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－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 

 
工具、器具 
及び備品 

取得価額相当額 119百万円
減価償却累 
計額相当額 93百万円

中間期末残高 
相当額 

26百万円
 

 
工具、器具 
及び備品 

取得価額相当額 45百万円
減価償却累 
計額相当額 40百万円

中間期末残高 
相当額 

4百万円
 

 
工具、器具
及び備品 

取得価額相当額 71百万円
減価償却累 
計額相当額 58百万円

期末残高相当額 12百万円
 

なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の中間期末残高等
に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、
「支払利子込み法」により算
定しております。 

なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の中間期末残高等
に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、
「支払利子込み法」により算
定しております。 

なお、取得価額相当額は、有
形固定資産の期末残高等に占
める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利
子込み法」により算定してお
ります。 

 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 21百万円

１年超 5百万円

合計 26百万円
 

１年内 2百万円

１年超 1百万円

合計 4百万円
 

１年内 10百万円

１年超 2百万円

合計 12百万円
 

なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める
その割合が低いため、「支払
利子込み法」により算定して

おります。 

なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める
その割合が低いため、「支払
利子込み法」により算定して

おります。 

なお、未経過リース料期末残
高相当額は、有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合
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 14百万円
減価償却費相当額 14百万円

 

支払リース料 8百万円
減価償却費相当額 8百万円

 

支払リース料 27百万円
減価償却費相当額 27百万円

 
 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 

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 

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。 
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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) 

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) 

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) 

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 337円32銭
 

１株当たり純資産額 366円51銭
 

１株当たり純資産額 362円22銭
 

１株当たり中間純利益 8円34銭
 

１株当たり中間純利益 6円17銭
 

１株当たり当期純利益 15円72銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。   

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。   

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。  

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 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) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計
額(百万円) 

 
― 
 

5,827 
 

― 
 

普通株式に係る純資産額（百万円） 
 

― 
 

5,827 
 

― 
 

差額の主な内訳（百万円） 
 

― 
 

― 
 

― 
 

普通株式の発行済株式数（株） 
 

― 
 

16,800,000 ― 

普通株式の自己株式数（株） 
 

― 
 

899,198 
 

― 
 

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数（株） 

 
― 
 

15,900,802 
 

― 
 

 
２ １株当たり中間（当期）純利益 

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) 

中間（当期）純利益 
(百万円) 

 
121 

 

 
98 
 

 
237 

 

普通株主に帰属しない金額
（百万円） 

 
― 
 

 
― 
 

 
6 
 

（うち利益処分による役員
賞与金（百万円）） 

 
― 
 

 
― 
 

 
(6) 

 

普通株式に係る中間（当
期）純利益（百万円） 

 
121 

 

 
98 
 

 
231 

 

普通株式の期中平均株式数
（株） 

 
14,512,120 

 

 
15,903,507 

 

 
14,724,737 

 

 

 

 


