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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 （金額は百万円未満切捨）

 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 52,537 3.4 27 － 18 －

17年9月中間期 50,812 20.7 △553 － △578 －

18年3月期 95,727  528  490  

 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 △183 － △18 50

17年9月中間期 △626 － △75 42

18年3月期 68  7 81

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 9,895,336株 17年9月中間期 8,304,228株 18年3月期 8,825,115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 （金額は百万円未満切捨）

 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 32,402 4,851 15.0 490 25

17年9月中間期 24,836 1,649 6.6 195 24

18年3月期 27,979 5,036 18.0 508 93

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 9,895,336株 17年9月中間期 8,448,636株 18年3月期 9,895,336株

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 22,277株 17年9月中間期 22,029株 18年3月期 22,277株

２．平成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 96,000  200  100  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 10円11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） － －

 

 

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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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 5,563,463 12,626,283 8,649,197

２　受取手形 ※３ 276,790 203,000 172,860

３　売掛金 10,062,489 10,386,183 10,681,695

４　たな卸資産 194,869 119,622 165,803

５　その他 ※２ 1,124,677 1,167,052 859,483

貸倒引当金 △50,599 △17,552 △17,376

流動資産合計 17,171,690 69.1 24,484,590 75.6 20,511,662 73.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 18,084 21,496 21,253

(2）工具器具及び備品 41,094 40,478 40,197

(3）土地 6,240 6,240 6,240

有形固定資産合計 65,419 0.3 68,215 0.2 67,691 0.2

２　無形固定資産

(1）ソフトウエア 2,092,082 1,222,552 1,518,658

(2）ソフトウエア仮勘
定

688,312 1,871,825 1,048,566

(3）その他 212,369 175,635 194,002

無形固定資産合計 2,992,763 12.1 3,270,012 10.1 2,761,227 9.9

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 3,735,965 3,546,829 3,544,223

(2）その他 917,033 1,369,445 1,356,203

貸倒引当金 △46,739 △336,397 △261,366

投資その他の資産合
計

4,606,260 18.5 4,579,877 14.1 4,639,060 16.6

固定資産合計 7,664,443 30.9 7,918,106 24.4 7,467,979 26.7

資産合計 24,836,133 100.0 32,402,696 100.0 27,979,642 100.0
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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 13,476,534 19,845,538 15,653,578

２．短期借入金 － 225,300 －

３．１年内返済予定長期
借入金

320,000 320,000 320,000

４．未払金 1,540,232 1,592,567 848,237

５．未払法人税等 14,679 20,597 30,938

６．賞与引当金 222,000 226,000 150,000

７．返品調整引当金 284,000 173,000 294,000

８．その他 ※２ 727,861 1,046,416 804,323

流動負債合計 16,585,307 66.8 23,449,420 72.4 18,101,077 64.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 4,990,000 3,110,000 3,690,000

２. 新株予約権 6,990 － －

３．長期借入金 840,000 520,000 680,000

４．退職給付引当金 278,958 42,223 43,939

５．役員退職慰労引当金 119,759 118,779 119,759

６. 預り営業保証金 356,290 240,920 236,020

７．その他 9,318 70,154 72,822

固定負債合計 6,601,316 26.6 4,102,077 12.6 4,842,541 17.3

負債合計 23,186,623 93.4 27,551,498 85.0 22,943,618 82.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,127,205 8.6 － － 3,475,358 12.4

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 188,429 － 1,536,116

資本剰余金合計 188,429 0.7 － － 1,536,116 5.5

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 － － －

２　任意積立金 8,154 － 8,154

３　中間（当期）未処分
利益又は中間（当
期）未処理損失
（△）

△626,295 － 68,914

利益剰余金合計 △618,141 △2.5 － － 77,069 0.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

12,559 0.0 － － 8,522 0.0

Ⅴ　自己株式 △60,542 △0.2 － － △61,043 △0.2

資本合計 1,649,510 6.6 － － 5,036,023 18.0

負債・資本合計 24,836,133 100.0 － － 27,979,642 100.0
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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 － － 3,475,358 10.7 － －

２　資本剰余金  

　(1) 資本準備金　 － 1,536,116 －

　　資本剰余金合計 － － 1,536,116 4.7 － －

３　利益剰余金  

(1) その他利益剰余金

　　　　特別償却準備金 － 414 －

　　　繰越利益剰余金  － △106,376 －

　利益剰余金合計 － － △105,962 △0.3 － －

４　自己株式 － － △61,043 △0.1 － －

    株主資本合計 － － 4,844,468 15.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

－ － 6,729 0.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 6,729 0.0 － －

純資産合計 － － 4,851,197 15.0 － －

負債純資産合計 － － 32,402,696 100.0 － －
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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 50,812,573 100.0 52,537,118 100.0 95,727,807 100.0

Ⅱ　売上原価 45,985,325 90.5 47,510,319 90.4 85,073,154 88.9

売上総利益 4,827,248 9.5 5,026,798 9.6 10,654,652 11.1

返品調整引当金戻入
額

304,000 0.6 294,000 0.5 304,000 0.3

返品調整引当金繰入
額

284,000 0.6 173,000 0.3 294,000 0.3

差引売上総利益 4,847,248 9.5 5,147,798 9.8 10,664,652 11.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,400,552 10.6 5,120,423 9.7 10,135,773 10.5

営業利益又は営業損
失（△）

△553,304 △1.1 27,374 0.1 528,879 0.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 9,192 0.0 8,734 0.0 17,498 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 34,839 0.1 17,521 0.1 55,889 0.1

経常利益又は経常損
失（△）

△578,951 △1.1 18,587 0.0 490,489 0.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 145,438 0.3 － － 265,676 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 191,982 0.4 195,129 0.3 679,104 0.7

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間（当期）純損失
（△）

△625,496 △1.2 △176,542 △0.3 77,061 0.1

法人税、住民税及び
事業税

5,692  6,774  13,172  

法人税等調整額 △4,892 799 0.0 △284 6,490 0.0 △5,026 8,146 0.0

中間（当期）純利益
又は中間（当期）純
損失

△626,295 △1.2 △183,032 △0.3 68,914 0.1

前期繰越利益 － － －

中間（当期）未処分
利益又は中間（当
期）未処理損失
（△）

△626,295 － 68,914
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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 

その他利益剰余金 利益　　

剰余金

　合計 

特別償却準

備金 

繰越利益剰

余金 

 平成18年３月31日　　残高

　　　　　　　　   　(千円)
3,475,358 1,536,116 1,536,116 8,154 68,914 77,069 △61,043 5,027,500

 中間会計期間中の変動額

 　特別償却準備金の取崩

                       (注)
   △7,740 7,740 －  －

 　中間純損失     △183,032 △183,032  △183,032

 　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)
－ － － △7,740 △175,291 △183,032 － △183,032

 平成18年９月30日　　残高

　                 　(千円)
3,475,358 1,536,116 1,536,116 414 △106,376 △105,962 △61,043 4,844,468

 

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)
8,522 8,522 5,036,023

 中間会計期間中の変動額

 　特別償却準備金の取崩

　 　　　　　　　　　　(注)
  －

 　中間純損失   △183,032

 　株主資本以外の項目の中間

　 会計期間中の変動額(純額)
△1,793 △1,793 △1,793

 中間会計期間中の変動額合計

　                 　(千円)
△1,793 △1,793 △184,825

 平成18年９月30日　　残高

                   　(千円)
6,729 6,729 4,851,197

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分額が含まれております。
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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．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）

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

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) デリバティブ 

金利スワップ契約については、

特例処理の要件を満たすため時

価評価せず、その金銭の受払の

純額を金利変換の対価となる負

債に係る利息に加減して処理を

しております。 

(2) デリバティブ 

　　同　　　　左 

(2) デリバティブ　 

　　同　　　　左

 

 

 

 

(3）たな卸資産

製品及び商品

総平均法に基づく原価法

仕掛品

総平均法に基づく原価法

貯蔵品

総平均法に基づく原価法

(3）たな卸資産

同　　　　左

(3）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

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ３年～50年

工具器具及び

備品
２年～15年

建物 ３年～50年

工具器具及び

備品
２年～15年

建物 ３年～50年

工具器具及び

備品
２年～８年

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウエア

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
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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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

性を勘案し、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、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

同　　　　左

(3）返品調整引当金

　製品の返品による損失に備える

ため、法人税法の規定に基づく繰

入限度相当額（売掛金基準）のほ

か、内容により個別に必要と認め

られる額を計上しております。

(3）返品調整引当金

同　　　　左

(3）返品調整引当金

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。

　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

（10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) 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。　　

  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 

(９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。　

(追加情報)

　数理計算上の差異の費用処理

年数については、従業員の平均

残存勤務期間が短くなったこと

に伴い、平均残存勤務期間以内

の一定の年数を10年から９年に

変更しております。なお、この

変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

(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

（10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。

 

 

(追加情報)

　当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成18年３月に退職一時

金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」

(企業会計基準適用指針第１号)を

適用しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利

益として98百万円計上しておりま

す。 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

　　　同　　　　左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

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)

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．ヘッジ会計の方法  (1) ヘッジ会計の方法

　　金利スワップ取引について　　

は、特例処理の要件を満たすも　の

については、特例処理によっ　てお

ります。

 (1) ヘッジ会計の方法

　　　　同　　　　左

 (1) ヘッジ会計の方法　

　　　　　同　　　　左 　　　　　

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 　 ヘッジ手段：金利スワップ　　

　  ヘッジ対象：借入金利息　

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 　 ヘッジ手段：　同　　左　　

　  ヘッジ対象：　同　　左　

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：　同　　左

　　ヘッジ対象：　同　　左

  (3) ヘッジ方針

　　財務活動に係る金利リスク　　

をヘッジする目的でデリバティ　ブ

取引を行っております。

 (3) ヘッジ方針

　　　　同　　　　左

 (3) ヘッジ方針　

　　　　　同　　　　左

  (4) ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップ取引について　　

は、特例処理の要件に該当する　か

の判断をもって、ヘッジ有効　性の

評価に代えております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　同　　　　左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　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

　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)

(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。

 

 ───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　───────

　　　　　───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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4,851,197千円であります。

　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。　

  (役員賞与に関する会計基準)

 　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。

   これによる損益に与える影響はあ

 りません。

(固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より、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。　 

 ───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　───────
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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

118,691千円 122,746千円 119,912千円

※２　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」に含めて表示しております。

 ※３　　　──────

※２　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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 ※３　中間期末日満期手形

 　　　中間期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

　　 間会計期間の末日は金融機関の

　　 休日であったため、次の中間期

　　 末日満期手形が中間期末残高に

　　 含まれております。

　　　 受取手形　　　　42,180千円  

※２　　　──────

 

 

 

 

 

 ※３　　　──────
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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

受取利息 963千円

受取配当金 4,769千円

受取利息 937千円

受取配当金 5,500千円

受取利息 1,657千円

受取配当金 4,769千円

※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

支払利息 11,335千円

社債利息 9,136千円

社債発行費 13,560千円

支払利息 9,398千円

社債利息 8,056千円

   

支払利息 21,286千円

社債利息 18,249千円

社債発行費 13,560千円

 ※３　特別利益のうち主要なもの 

データベース売

却益 

112,490千円

社債買入消却益 22,600千円

   

 ※３　　　 　─────

   

   

   

 ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売

却益 

28,326千円

データベース売

却益 

116,127千円

退職給付制度変

更益 

98,622千円 

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

固定資産除却損 8,150千円

内訳は次のとおりであります。

　工具器具及び

　備品
8,150千円

投資有価証券評

価損
71,432千円

業務委託契約解

約違約金
85,928千円

リース解約違約

金
23,364千円

固定資産除却損 116,688千円

内訳は次のとおりであります。

　ソフトウェア 116,688千円

投資有価証券評

価損
8,370千円

貸倒引当金繰入

額 
67,335千円

   

固定資産除却損 209,078千円

内訳は次のとおりであります。

　建物及び構築

　物
1,316千円

　工具器具及び

　備品
68千円

　ソフトウェア 207,693千円

投資有価証券評

価損
85,720千円

業務委託契約解

約違約金
85,928千円

関係会社株式評

価損
80,852千円

貸倒引当金繰入

額 
181,215千円 

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 3,832千円

無形固定資産 433,178千円

有形固定資産 2,834千円

無形固定資産 304,082千円

有形固定資産 7,014千円

無形固定資産 870,011千円

  （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 22 － － 22

合計 22 － － 22
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①　リース取引

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
具及び
備品

1,017,932 569,510 448,422

合計 1,017,932 569,510 448,422

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

725,911 384,922 340,989

合計 725,911 384,922 340,989

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

903,909 563,153 340,756

合計 903,909 563,153 340,756

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 220,370千円

１年超 240,611千円

合計 460,981千円

１年内 159,120千円

１年超 191,696千円

合計 350,817千円

１年内 175,960千円

１年超 175,135千円

合計 351,095千円

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、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

支払リース料 167,988千円

減価償却費相当額 155,423千円

支払利息相当額 7,096千円

支払リース料 109,885千円

減価償却費相当額 105,267千円

支払利息相当額 4,106千円

支払リース料 289,940千円

減価償却費相当額 269,948千円

支払利息相当額 12,426千円

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

（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。

（減損損失について）

　　同　　左

  (減損損失について)

  　 　　同　　左

②　有価証券

　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あり

ません。

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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