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単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

 

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               （注）記載金額は百万円未満を切

 売  上  高 営 業 利 益 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円   ％

4,829 （  8.6）

4,447 （  1.5）

百万円   ％

115 （  10.7）

104 （ 110.2）

18 年 3 月期 10,270            255            
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円   ％

 30   （△75.4）

123   （ － ） 

円  銭

  3   32  

13   43  

18 年 3 月期 217            21  46  
(注) 1. 期中平均株式数 18 年 9月中間期 9,160,643 株  17 年 9 月中間期 9,195,200 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

 

(2) 財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 

18 年 9 月中間期 

17 年 9 月中間期 

百万円 

11,932    

12,150    

百万円

5,013      

5,035      

％

42.0  

41.4  

18 年 3 月期 12,286       5,164      42.0  
(注) 1. 期末発行済株式数 18 年 9月中間期 9,095,200 株  17 年 9 月中間期 9,195,200 株

2. 期末自己株式数  18 年 9 月中間期 100,165 株 17 年 9 月中間期 165 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 

 

通  期 

百万円 

11,000      

百万円

250     

百万円

120     
(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）  13 円 19 銭 

 

３. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 期末 年間 

18 年 3 月期 10.00 10.00 

19 年 3 月期(実績) ― 

19 年 3 月期(予想) 10.00 
10.00 

 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な

る仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があ

び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の 5ページ（3.経営成績及び財政状
  

平成 18 年 11 月 17 日 

 JASDAQ 

 東京都 

－7777 

   平成―年―月―日 

り捨てて表示しております。 

経 常 利 益 
百万円   ％

102 （  36.1 ）

75 （   ― ）

208            

 18 年 3 月期 9,195,200 株 

前年中間期増減率 

1 株 当 た り 純 資 産 

円  銭

551    24  

547    57  

559    49  
  18 年 3 月期 9,195,200 株 

 18 年 3 月期 165 株 

要因に係る本資料発表日現在におけ

ります。業績予想の前提となる仮定及

態）を参照してください。 



中間財務諸表等 

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   1,109,245 1,764,181  1,946,527

２ 受取手形   ― 483  1,890

３ 売掛金 ※２  1,812,615 1,862,099  2,377,283

４ たな卸資産   1,661,673 1,340,957  855,253

５ 繰延税金資産   282,537 349,097  318,786

６ その他   723,348 414,778  502,460

７ 貸倒引当金   △70,250 △10,300  △50,250

流動資産合計   5,519,169 45.4 5,721,296 48.0  5,951,953 48.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物   559,654 536,783  544,175

(2) 土地   3,304,710 3,304,710  3,304,710

(3) その他   112,668 99,560  98,313

有形固定資産合計   3,977,032 32.7 3,941,055 33.0  3,947,202 32.1

２ 無形固定資産   365,255 3.0 266,163 2.2  319,330 2.6

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２  391,095 412,713  457,169

(2) 投資その他の資産   1,362,694 1,274,003  1,210,635

(3) 繰延税金資産   580,253 401,140  465,257

(4) 貸倒引当金   △45,150 △84,000  △64,550

投資その他の資産合計   2,288,893 18.8 2,003,857 16.8  2,068,512 16.9

固定資産合計   6,631,181 54.6 6,211,077 52.0  6,335,045 51.6

資産合計   12,150,351 100.0 11,932,373 100.0  12,286,998 100.0
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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   659,439 791,685  762,892

２ 短期借入金 ※２  658,000 526,800  380,200

３ 一年以内償還社債   600,200 954,000  754,000

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  779,968 885,068  820,318

５ 賞与引当金   328,033 296,626  265,813

６ その他   276,836 379,650  391,734

流動負債合計   3,302,476 27.2 3,833,829 32.1  3,374,960 27.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   2,077,000 1,475,000  2,052,000

２ 長期借入金 ※２  1,372,332 1,219,924  1,320,598

３ 退職給付引当金   363,463 389,987  374,813

固定負債合計   3,812,795 31.4 3,084,911 25.9  3,747,411 30.5

負債合計   7,115,272 58.6 6,918,740 58.0  7,122,371 58.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,905,422 23.9 ― ―  2,905,422 23.6

Ⅱ 資本剰余金       

 １ 資本準備金   1,949,999  ―  1,949,999

資本剰余金合計   1,949,999 16.0  ― ―  1,949,999 15.9

Ⅲ 利益剰余金       

 １ 中間(当期)未処分利益   130,926 ―  224,721

利益剰余金合計   130,926 1.1 ― ―  224,721 1.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金   48,863 0.4 ― ―  84,615 0.7

Ⅴ 自己株式   △132 △0.0 ― ―  △132 △0.0

資本合計   5,035,079 41.4 ― ―  5,164,626 42.0

負債・資本合計   12,150,351 100.0 ― ―  12,286,998 100.0
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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   ― 2,905,422  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   ― 1,949,999  ―

資本剰余金合計   ― 1,949,999  ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   ― 143,177  ―

利益剰余金合計   ― 143,177  ―

４ 自己株式   ― △46,819  ―

株主資本合計   ― ― 4,951,780 41.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

1 その他有価証券評価差額金   ― 61,852  ―

評価・換算差額等合計   ― ― 61,852 0.5  ― ―

純 資 産 合 計   ― ― 5,013,632 42.0  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 11,932,373 100.0  ― ―
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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 ※１  4,447,661 100.0 4,829,008 100.0  10,270,725 100.0

Ⅱ 売上原価   3,873,912 87.1 4,191,054 86.8  9,102,967 88.6

売上総利益   573,748 12.9 637,953 13.2  1,167,757 11.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   468,943 10.5 521,964 10.8  911,872 8.9

営業利益   104,804 2.4 115,989 2.4  255,884 2.5

Ⅳ 営業外収益 ※２  37,129 0.8 48,316 1.0  74,520 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※３  66,865 1.5 62,103 1.3  122,261 1.2

経常利益   75,069 1.7 102,202 2.1  208,143 2.0

Ⅵ 特別利益 ※４  212,346 4.7 ― ―  420,156 4.1

Ⅶ 特別損失 ※５  67,927 1.5 20,000 0.4  257,344 2.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  219,487 4.9 82,202 1.7  370,954 3.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,365 2,365 5,828 

法人税等調整額  93,620 95,985 2.1 49,429 51,794 1.1 147,828 153,656 1.5

中間(当期)純利益   123,502 2.8 30,408 0.6  217,297 2.1

前期繰越利益   7,423 ―  7,423

中間（当期）未処分利益   130,926 ―  224,721
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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 
評価換算 

差額等 

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
繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

平成 18 年 3 月 31 日残高 

（千円） 
2,905,422 1,949,999 224,721 △132 5,080,011 84,615 5,164,626

中間会計期間中の変動額 

（千円） 
  

剰余金の配当（注）  △91,952 △91,952  △91,952

役員賞与（注）  △20,000 △20,000  △20,000

中間純利益  30,408 30,408  30,408

自己株式の取得  △46,686 △46,686  △46,686

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
 △22,763 △22,763

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
― ― △81,543 △46,686 △128,230 △22,763 △150,994

平成 18 年 9 月 30 日残高 

（千円） 
2,905,422 1,949,999 143,177 △46,819 4,951,780 61,852 5,013,632

（注）平成 18 年 6 月の定時株主総会におけ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) たな卸資産 

 ①製品 

  移動平均法による低価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

 ①製品 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

 ①製品 

同左 

 ②仕掛品 

  個別法による原価法 

 ②仕掛品 

同左 

 ②仕掛品 

同左 

(2) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

  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 

(2) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

(2) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   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 

  時価法 

(3) デリバティブ 

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 

  定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。

なお、取得価額100千円以上200千

円未満の有形固定資産について

は、３年間で均等償却する方法を

採用しております。 

主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物   ８～50年 

器具備品 ３～20年 

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、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売見込期間

(３年)、また、自社利用のソフト

ウェアについては、社内利用可能

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 

  定額法 

同左 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

  社債発行費は、支出時に全額費

用として処理しております。 

３ 

 

３ 繰延資産の処理方法 

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) 

４ 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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるた

め、賞与支給見込額のうち当中間

会計期間負担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充てるた

め、支給見込額のうち当期対応分

の金額を計上しております。 

(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。 

  数理計算上の差異については、

各事業年度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

(５年)による按分額をそれぞれ発

生した翌事業年度から費用処理し

ております。 

(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。 

 数理計算上の差異については、

各事業年度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

(５年)による按分額をそれぞれ発

生した翌事業年度から費用処理し

ております。 

 過去勤務債務については、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（5年）による

按分額を費用処理しております。

(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。 

  数理計算上の差異については、

各事業年度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

(５年)による按分額をそれぞれ発

生した翌事業年度から費用処理し

ております。 

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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段は金利スワップ取引

であります。ヘッジ対象は変動金

利借入金利息であります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

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) ヘッジ方針 

  金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を利用するこ

ととしており、投機的な取引及び

短期的な売買損益を得るための取

引は行わない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  デリバティブ取引のリスク管理

は、経理部内の相互牽制機能とチ

ェックにより行っており、取引の

実行に際しては、経理部長及び経

理担当役員が取引高及び内容を確

認し、取締役会に随時報告を行っ

ております。 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相殺するもの

と想定できるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しています。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

デリバティブ取引のリスク管理

は、管理本部内の相互牽制機能と

チェックにより行っており、取引

の実行に際しては、管理本部長及

び財務担当役員が取引高及び内容

を確認し、取締役会に随時報告を

行っております。 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相殺するもの

と想定できるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しています。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  デリバティブ取引のリスク管理

は、経理部内の相互牽制機能とチ

ェックにより行っており、取引の

実行に際しては、経理部長及び経

理担当役員が取引高及び内容を確

認し、取締役会に随時報告を行っ

ております。 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を相殺するもの

と想定できるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しています。 

７ 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 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

  なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めております。 

７ 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 

消費税等の会計処理 

同左 

７ その他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 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。
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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) 

 当中間会計期間から「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) 

 当事業年度から「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。 

 従来の資本の部の合計に相当す

る金額は5,013,632千円でありま

す。 

 なお、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

中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

 

 
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) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1

日より適用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（会

計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付で改正さ

れたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第

2項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券と

して表示する方法に変更いたしました。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当

該出資の額は51,619千円であります。 
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(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 

866,845千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

906,918千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

901,889千円

※２ 担保資産 

（1）担保に供している資産 
 

売掛金 232,000 千円 

建物 422,825  

土地 3,110,792  

有形固定資産

「その他」 
1,508  

投資有価証券 18,140  

計 3,785,266  

※２ 担保資産 

  (1) 担保に供している資産 
 

売掛金 226,000 千円

建物 517,743  

土地 3,287,792  

有形固定資産

「その他」 
1,293  

投資有価証券 21,600  

計 4,054,430  

※２ 担保資産 

  (1) 担保に供している資産 
 

売掛金 292,000 千円

建物 532,040  

土地 3,287,792  

有形固定資産

「その他」 
1,392  

投資有価証券 24,000  

計 4,137,226  

  (2) 上記に対応する債務 

(注) 長期借入金には、１年以内返

済予定額が含まれておりま

す。 

短期借入金 161,320 千円 

長期借入金 1,834,300  

計 1,995,620  

  (2) 上記に対応する債務 

(注)     同左 

短期借入金 461,240 千円

長期借入金 1,699,992  

計 2,161,232  

  (2) 上記に対応する債務 

 (注)     同左 

短期借入金 280,200 千円

長期借入金 1,925,716  

計 2,205,916  
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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 売上高の季節的変動 

   当社の売上高は受注プロジェ

クトの納期が下期に片寄ってい

ることにより、事業年度の上期

と下期との間に著しい相違があ

ります。 

   なお、当中間会計期間末に至

る一年間の売上高は次のとおり

であります。 

前事業年度 
の下期の 
売上高 

5,789,827 
千

円

当中間期の 
売上高 

4,447,661  

計 10,237,488  
 

※１ 売上高の季節的変動 

   当社の売上高は受注プロジェ

クトの納期が下期に片寄ってい

ることにより、事業年度の上期

と下期との間に著しい相違があ

ります。 

   なお、当中間会計期間末に至

る一年間の売上高は次のとおり

であります。 

前事業年度
の下期の 
売上高 

5,823,064
千

円

当中間期の
売上高 

4,829,008  

計 10,652,072  
 

 

※２ 営業外収益のうち主要な項目 

受取利息及び 
配当金 

13,277千円

家賃収入 12,488 
 

※２ 営業外収益のうち主要な項目

受取利息及び
配当金 

11,911千円

有価証券利息 3,741 

家賃収入 12,506 
 

※２ 営業外収益のうち主要な項目

受取利息及び 
配当金 

14,740千円

有価証券利息 10,291 

家賃収入 24,955 
 

※３ 営業外費用のうち主要な項目 

支払利息 27,664千円

賃貸資産 
減価償却費 

5,903 

社債利息 16,183 

社債発行費 
償却 

10,980 

 

※３ 営業外費用のうち主要な項目

支払利息 25,704千円

賃貸資産 
減価償却費 

5,433 

社債利息 15,796 

  

 

※３ 営業外費用のうち主要な項目

支払利息 51,502千円

賃貸資産 
減価償却費 

11,807 

社債利息 34,726 

社債発行費 
償却 

16,354 

 
※４ 特別利益のうち主要な項目 

保険積立金 

    解約益   180,062千円 

※４  

     

※４ 特別利益のうち主要な項目 

    保険積立金 

    解約益    180,062千円 

    外注費和解金 207,810千円 

※５ 特別損失のうち主要な項目 

貸倒引当金繰
入額 

20,000千円

関係会社貸付
金償却 

19,000 

固定資産除却
損 

18,927 

 

※５ 特別損失のうち主要な項目 

貸倒引当金繰
入額 

20,000千円

  

  

 

※５ 特別損失のうち主要な項目 

棚卸資産 
評価損 

103,954千円

関係会社貸付
金償却 

57,800 

未収入金等貸
倒償却 

41,127 

 
６ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,160千円

無形固定資産 73,672 
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 40,987千円

無形固定資産 60,476 
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 74,216千円

無形固定資産 156,080 
 

 
(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）（注） 165 100,000 ― 100,165

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、定款に基づく取締役会決議による買取りによるものであります。 
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(リース取引関係) 
 

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) 

 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(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 
(工具器具 
及び備品) 

27,188 11,865 15,322

合計 27,188 11,865 15,322

 

 

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 
(工具器具
及び備品)

27,188 18,287 8,901

合計 27,188 18,287 8,901

 

 

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 
(工具器具 
及び備品) 

27,188 15,076 12,112

合計 27,188 15,076 12,112

(2) 未経過リース料中
間期末(期末)残高相
当額 

１年内 6,466千円
１年超 9,765 

計 16,231 
 

１年内 6,699千円
１年超 3,065 

計 9,765 
 

１年内 6,581千円
１年超 6,445 

計 13,027 
 

(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 

3,467千円

減価 
償却費 
相当額 

3,210 

支払利息 
相当額 

319 

 

支払 
リース料

3,467千円

減価 
償却費 
相当額 

3,210 

支払利息
相当額 

205 

 

支払 
リース料 

6,934千円

減価 
償却費 
相当額 

6,421 

支払利息 
相当額 

582 

 
(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 

(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。

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) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
 中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 406,250 3,801,600 3,395,350

 

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 

 中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 406,250 2,553,600 2,147,350

 

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 

 貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 406,250 5,548,800 5,142,550

 

 (１株当たり情報) 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
(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)、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)及び前事業年度(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。 

 

 

    45


	中間財務諸表
	①　中間貸借対照表

	中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
	\(中間貸借対照表関係\)
	\(中間損益計算書関係\)
	\(中間株主資本等変動計算書関係\)
	\(有価証券関係\)
	\(１株当たり情報\)
	\(重要な後発事象\)


