
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） 

 (参考)  １株当たり予想当期純利益(通期)  46円31銭 

 ※ 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。 

３．配当状況 

（注）19年３月中間期末配当金の内訳 記念配当 －円－銭 特別配当 －円－銭 

  

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月17日

上場会社名 株式会社シーエスロジネット 上場取引所 大阪証券取引所 

    （所属部） （ヘラクレス市場） 

コード番号 ２７１０ 本社所在都道府県 愛知県 

(URL http://www.indis.co.jp.) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 金岡 正光 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役（管理担当）氏名 金岡 昭光 ＴＥＬ  （０５２）３５４－７７９７ 

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 6,328 0.0 138 41.4 161 18.5

17年９月中間期 6,325 △1.3 97 37.1 136 31.9

18年３月期 14,443  299  377  

 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 △8.3 16 84

17年９月中間期 91 76.9 18 10

18年３月期 220  43 56

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 4,995,425株 17年９月中間期 5,067,229株 18年３月期 5,067,056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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 6,963 3,486 50.1 701 94

17年９月中間期 6,044 3,472 57.4 685 28

18年３月期 8,206 3,613 44.0 713 07

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 4,966,854 株 17年９月中間期 5,066,854株 18年３月期 5,066,854株

       ②期末自己株式数 18年９月中間期 291,096株 17年９月中間期 191,096株 18年３月期 191,096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 16,900  420  230  

・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 － － － 10 － 10

19年３月期（実績） － － － － － 
10

19年３月期（予想） － － － 10 － 
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５．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 ※２ 1,357,111   1,034,401   1,578,335   

２．受取手形  73,133   45,129   31,998   

３．売掛金  1,109,897   1,276,147   1,836,571   

４．たな卸資産  532,498   1,814,548   1,798,807   

５．その他  329,790   128,191   249,165   

貸倒引当金  △6,907   △5,748   △9,162   

流動資産合計   3,395,524 56.2  4,292,669 61.6  5,485,716 66.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1）土地  408,338   408,338   408,338   

(2）その他  90,170   106,950   83,205   

計   498,508 8.2  515,288 7.4  491,544 6.0 

２．無形固定資産   41,368 0.7  33,843 0.5  36,301 0.4 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,082,072   1,084,523   1,147,770   

(2）敷金及び保証金  615,532   578,813   613,953   

(3）その他  428,527   464,445   437,301   

貸倒引当金  △16,985   △5,817   △5,705   

計   2,109,146 34.9  2,121,964 30.5  2,193,318 26.8 

固定資産合計   2,649,023 43.8  2,671,096 38.4  2,721,164 33.2 

資産合計   6,044,547 100.0  6,963,766 100.0  8,206,881 100.0 
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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 ※２ 1,100,138   2,358,329   3,079,726   

２．短期借入金 ※２ 471,000   300,000   600,000   

３．未払法人税等  90,000   89,000   121,000   

４．賞与引当金  35,796   35,435   35,512   

５．その他 ※2,4 235,662   324,190   324,060   

流動負債合計   1,932,597 32.0  3,106,954 44.6  4,160,298 50.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  100,000   －   －   

２．長期借入金 ※２ 100,000   －   －   

３．退職給付引当金  51,238   37,847   37,915   

４．役員退職慰労引当
金  193,556   206,754   200,797   

５．その他  194,953   125,793   194,852   

固定負債合計   639,747 10.6  370,395 5.3  433,566 5.3 

負債合計   2,572,344 42.6  3,477,350 49.9  4,593,865 56.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   598,510 9.9  － －  598,510 7.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  544,864   －   544,864   

２.その他資本剰余金  135   －   135   

資本剰余金合計   545,000 9.0  － －  545,000 6.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  37,331   －   37,331   

２．任意積立金   2,170,512   －   2,170,512   

３．中間(当期)未処分
利益  144,826   －   273,802   

利益剰余金合計   2,352,670 38.9  － －  2,481,646 30.2 

Ⅳ 土地再評価差額金   △241,827 △4.0  － －  △241,827 △2.9 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   261,866 4.3  － －  273,703 3.3 

Ⅵ 自己株式   △44,016 △0.7  － －  △44,016 △0.5 

資本合計   3,472,202 57.4  － －  3,613,016 44.0 

負債資本合計   6,044,547 100.0  － －  8,206,881 100.0 
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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    － －  598,510 8.6  － － 

２. 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   544,864   －   

(2）その他資本剰余
金 

  －   135   －   

資本剰余金合計    － －  545,000 7.8  － － 

３. 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   37,331   －   

(2）その他利益剰余
金 

              

特別償却準備金   －   284   －   

別途積立金   －   2,340,000   －   

繰越利益剰余金   －   137,475   －   

利益剰余金合計    － －  2,515,091 36.1  － － 

４. 自己株式    － －  △91,416 △1.3  － － 

株主資本合計    － －  3,567,185 51.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１. その他有価証券
評価差額金 

   － －  161,058 2.3  － － 

２. 土地再評価差額
金 

   － －  △241,827 △3.4  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  △80,769 △1.1  － － 

純資産合計    － －  3,486,416 50.1  － － 

負債純資産合計    － －  6,963,766 100.0  － － 
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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   6,325,355 100.0  6,328,049 100.0  14,443,353 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,567,317 88.0  5,526,178 87.3  12,807,768 88.7 

売上総利益   758,037 12.0  801,871 12.7  1,635,584 11.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   660,251 10.4  663,574 10.5  1,335,938 9.2 

営業利益   97,786 1.6  138,296 2.2  299,646 2.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  41,978 0.7  25,888 0.4  84,014 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,249 0.1  2,347 0.0  5,999 0.0 

経常利益   136,515 2.2  161,838 2.6  377,661 2.6 

Ⅵ 特別利益    31,082 0.5  29,778 0.4  39,116 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※３   584 0.0  34,223 0.5  10,784 0.1 

税引前中間（当期）
純利益   167,012 2.7  157,393 2.5  405,992 2.8 

法人税、住民税及び
事業税  83,926    81,431    194,248    

法人税等調整額  △8,638 75,288 1.2 △8,152 73,279 1.2 △8,956 185,291 1.3 

中間（当期）純利益   91,724 1.5  84,113 1.3  220,700 1.5 

前期繰越利益   53,101   －   53,101  

中間（当期）未処分
利益   144,826   －   273,802  
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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） 

 (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。 

 

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 
その他資
本剰余金 

利益準備
金 

その他利益剰余金 

特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
598,510 544,864 135 37,331 512 2,170,000 273,802 △44,016 3,581,140 

中間会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩 

（千円）(注) 
－ － － － △228 － 228 － － 

別途積立金の積立（千円）

(注) 
－ － － － － 170,000 △170,000 － － 

剰余金の配当（千円）(注) － － － － － － △50,668 － △50,668 

中間純利益（千円） － － － － － － 84,113 － 84,113 

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △47,400 △47,400 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

（千円） 

－ － － － － － － － － 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － △228 170,000 △136,326 △47,400 △13,955 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
598,510 544,864 135 37,331 284 2,340,000 137,475 △91,416 3,567,185 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
273,703 △241,827 3,613,016 

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩 

（千円）(注) 
－ － － 

別途積立金の積立（千円）

(注) 
－ － － 

剰余金の配当（千円）(注) － － △50,668 

中間純利益（千円） － － 84,113 

自己株式の取得（千円） － － △47,400 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

△112,644 － △112,644 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△112,644 － △126,599 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
161,058 △241,827 3,486,416 
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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 

① 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）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） 

② 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） 

② 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)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

 個別法による原価法 

(2)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

同左 

(2)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

同左 

 上記以外 

 移動平均法による原価

法 

上記以外 

同左 

上記以外 

同左 

 ⅱ 店舗以外 

 移動平均法による原価法 

ⅱ 店舗以外 

同左 

ⅱ 店舗以外 

同左 

 ② 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

② 貯蔵品 

同左 

② 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（但し、平成11年４月

１日以降に取得した建物（付属

設備を除く）については、定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ８～45年 

車両運搬具   ３～５年 

工具器具備品  ５～10年 

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については３

年間で均等償却する方法によっ

ております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、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 
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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）長期前払費用 

  定額法を採用しております。

なお、映像使用料等について

は、見込収益に基づく方法と見

込利用期間に基づく均等償却額

のいずれか大きい金額を計上し

ております。     

(3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。  

(3）長期前払費用 

  定額法を採用しております。

なお、映像使用料等について

は、見込収益に基づく方法と見

込利用期間に基づく均等償却額

のいずれか大きい金額を計上し

ております。    

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 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おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

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。 

(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。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充て

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 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、内規に基づく期末要

支給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 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(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  

表示方法の変更 

追加情報 

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） 

 (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3,486,416千円でありま

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。 

(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。  

──────   

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） 

 (中間損益計算書) 

           ────── 

  (中間損益計算書) 

 前中間会計期間は区分掲記しておりました営業外収益

の「受取配当金」（当中間会計期間1,806千円)は営業外

収益の総額の100分の10以下であるため営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

  前中間会計期間は区分掲記しておりました営業外費用

の「社債利息」（当中間会計期間188千円)は営業外費用

の総額の100分の10以下であるため営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。 

          

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） 

 ──────  ──────  ────── 
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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 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、166,406千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、164,884千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、172,833千円であります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

現金及び預金 102,842千円 

土地 365,659千円 

有形固定資産 
「その他」 

40,434千円 

合計 508,936千円 

現金及び預金 80,843千円

土地 365,659千円

有形固定資産
「その他」 

37,515千円

合計 484,018千円

現金及び預金 80,843千円

土地 365,659千円

有形固定資産 
「その他」 

38,916千円

合計 485,418千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

買掛金 126,260千円 

短期借入金 71,000千円 

長期借入金 100,000千円 

合計 297,260千円 

買掛金 164,044千円

短期借入金 50,000千円

長期借入金 100,000千円

（１年内返済予定長期借入金を

含む） 

合計 314,044千円

買掛金 240,644千円

短期借入金 150,000千円

長期借入金 100,000千円

（１年内返済予定長期借入金を

含む） 

合計 490,644千円

 ３．保証債務 

 下記の会社の仕入債務に対して

次のとおり、保証を行っておりま

す。 

 ３．保証債務 

 下記の会社の仕入債務に対して

次のとおり、保証を行っておりま

す。 

 ３．保証債務 

 下記の会社の仕入債務に対して

次のとおり、保証を行っておりま

す。 

㈱ジェイメックス 

319千円 (仕入債務)

㈱イーネット・フロンティア 

5,199千円 (仕入債務)

㈱ジェイメックス 

46千円 (仕入債務)

㈱ジェイメックス 

366千円 (仕入債務)

※４．消費税等の取扱 

 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。 

※４．消費税等の取扱 

同左 

※４．消費税等の取扱 

────── 
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（中間損益計算書関係） 

（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 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加100千株は、旧商法第211条の3第1項第2号の規程に基づく市場買付による増加 

   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．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 2,484千円 

有価証券利息 1,770千円 

受取配当金 16,476千円 

受取保管料 11,521千円 

有価証券売却益 2,320千円 

受取利息 1,739千円

有価証券利息 1,402千円

受取保管料 10,776千円

有価証券売却益 5,684千円

受取利息 4,825千円

有価証券利息 4,446千円

受取配当金 17,395千円

受取保管料 29,281千円

有価証券売却益 16,090千円

※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 2,193千円 

社債利息 406千円 

支払保証料 640千円 

支払利息 1,338千円

支払保証料 540千円

支払利息 3,860千円

社債利息 812千円

支払保証料 1,278千円

※３．   ────── ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．    ────── 

  投資有価証券評価減 33,278千円  

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 7,051千円 

無形固定資産 6,746千円 

有形固定資産 8,592千円

無形固定資産 5,699千円

有形固定資産 14,404千円

無形固定資産 13,419千円

 
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） 

自己株式         

   普通株式(注) 191 100 － 291 

合計 191 100 － 291 
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① リース取引 

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。 

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) 

(有形固
定資産)    

その他 89,291 69,099 20,191 

(無形固
定資産) 

40,097 34,165 5,932 

合計 129,388 103,264 26,124 

 

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) 

(有形固
定資産)    

その他 25,732 11,255 14,477 

(無形固
定資産) 

14,307 2,737 11,569 

合計 40,040 13,993 26,047 

 

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) 

(有形固
定資産)    

その他 109,323 89,762 19,561 

(無形固
定資産) 

41,555 26,976 14,578 

合計 150,878 116,738 34,139 

(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 19,050千円 

１年超 7,852千円 

合計 26,902千円 

１年内 9,348千円

１年超 16,933千円

合計 26,281千円

１年内 12,842千円

１年超 21,626千円

合計 34,468千円

(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 14,049千円 

減価償却費相当額 13,353千円 

支払利息相当額 346千円 

支払リース料 8,445千円

減価償却費相当額 8,092千円

支払利息相当額 258千円

支払リース料 28,205千円

減価償却費相当額 26,817千円

支払利息相当額 585千円

(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。 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(減損損失について) 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(減損損失について) 

同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

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株当たり純資産額    685円28銭       701円94銭     713円07銭 

１株当たり中間（当期）純利益   18円10銭 16円84銭   43円56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、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。 

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

ておりません。 

 
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    

中間（当期）純利益（千円） 91,724 84,113 220,700 

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） 
91,724 84,113 220,700 

期中平均株式数（千株） 5,067 4,995 5,067 

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） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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