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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 7,083 11.1 284 △11.5 640 133.5

17年９月中間期 6,375 14.7 321 6.0 274 1.9

18年３月期 13,011 14.0 560 △15.6 489 △16.5

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 562 266.4 43.19

17年９月中間期 153 0.5 11.78

18年３月期 240 △21.9 18.49

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 13,029,518株 17年９月中間期 13,033,917株 18年３月期 13,032,647株

２．会計処理の方法の変更 有

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 13,054 3,027 23.2 232.36

17年９月中間期 12,178 2,568 21.1 197.12

18年３月期 12,884 2,821 21.9 216.53

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 13,028,559株 17年９月中間期 13,032,752株 18年３月期 13,030,329株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 29,369株 17年９月中間期 25,176株 18年３月期 27,599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 13,900 880 670

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　51円43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、実際の業績は今後の様々な

要因によって予測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４ページをご参照くだ

さい。
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７．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 945,822 703,168 1,124,700

２.受取手形  ※４ 36,594 55,562 49,419

３.売掛金 2,374,470 2,237,769 2,210,268

４.たな卸資産 1,555,475 2,050,450 1,790,360

５.繰延税金資産 61,743 74,101 74,896

６.未収入金 516,415 748,409 454,121

７.その他 155,298 98,673 115,402

貸倒引当金 △563 △289 △260

流動資産合計 5,645,258 46.4 5,967,845 45.7 5,818,910 45.2

Ⅱ．固定資産

１.有形固定資産
※１
※２
※３

(1)建物 543,119 557,280 570,131

(2)機械及び装置 2,074,270 2,491,769 2,374,843

(3)土地 1,420,316 1,420,316 1,420,316

(4)その他 606,884 1,039,258 633,943

有形固定資産合計 4,644,591 38.1 5,508,624 42.2 4,999,234 38.8

２.無形固定資産 1,582 0.0 5,693 0.0 6,379 0.0

３.投資その他の資
産

(1)投資有価証
　　券

860,120 563,349 1,034,012

(2)関係会社株式 864,716 862,967 872,197

(3)その他 162,482 146,150 154,116

貸倒引当金 △25 △12 △13

投資その他の資産
合計

1,887,294 15.5 1,572,455 12.1 2,060,314 16.0

固定資産合計 6,533,467 53.6 7,086,773 54.3 7,065,928 54.8

資産合計 12,178,725 100.0 13,054,618 100.0 12,884,838 100.0
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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.支払手形  ※４ 789,589 886,524 866,007

２.買掛金 2,560,601 3,235,127 2,578,297

３.短期借入金 ※２ 3,411,200 3,031,200 3,541,200

４.未払法人税等 237,004 167,631 226,975

５.賞与引当金 103,700 136,542 120,000

６.設備関係支払手
形

 ※４ 326,378 449,797 401,189

７.その他 343,070 426,026 332,919

流動負債合計 7,771,545 63.8 8,332,848 63.8 8,066,590 62.6

Ⅱ．固定負債

１.長期借入金 ※２ 1,104,400 1,063,200 1,243,800

２.繰延税金負債 115,321 57,506 110,055

３.退職給付引当金 575,845 476,582 594,678

４.役員退職慰労引
当金

42,645 49,338 48,228

５.その他 － 47,814 －

固定負債合計 1,838,211 15.1 1,694,442 13.0 1,996,763 15.5

負債合計 9,609,757 78.9 10,027,291 76.8 10,063,354 78.1

（資本の部）

Ⅰ．資本金 1,199,867 9.8 － － 1,199,867 9.3

Ⅱ．資本剰余金

１.資本準備金 833,096 － 833,096

資本剰余金合計 833,096 6.8 － － 833,096 6.5

Ⅲ．利益剰余金

１.利益準備金 114,500 － 114,500

２.任意積立金 537,164 － 537,164

３.中間(当期)未処
理損失

650,889 － 563,517

利益剰余金合計 774 0.0 － － 88,147 0.7

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

542,997 4.5 － － 709,567 5.5

Ⅴ．自己株式 △7,767 △0.0 － － △9,194 △0.1

資本合計 2,568,968 21.1 － － 2,821,484 21.9

負債・資本合計 12,178,725 100.0 － － 12,884,838 100.0
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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 － － 1,199,867 9.2 － －

２　資本剰余金

 （1）資本準備金 － 833,096 －

 資本剰余金合計 － － 833,096 6.4 － －

 ３　利益剰余金

 （1）利益準備金 － 88,147 －

 （2）その他利益剰
　　　余金

 繰越利益剰余金 － 562,757 －

 利益剰余金合計 － － 650,905 5.0 － －

 ４　自己株式 － － △9,855 △0.1 － －

 株主資本合計 － － 2,674,013 20.5 － －

 Ⅱ．評価・換算差額等

 １　その他有価証
     券評価差額金

－ － 353,313 2.7 － －

 評価・換算差額
 等合計

－ － 353,313 2.7 － －

 純資産合計 － － 3,027,327 23.2 － －

 負債純資産合計 － － 13,054,618 100.0 － －
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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 6,375,372 100.0 7,083,593 100.0 13,011,486 100.0

Ⅱ．売上原価 5,835,282 91.5 6,521,626 92.1 12,020,541 92.4

売上総利益 540,089 8.5 561,967 7.9 990,944 7.6

Ⅲ．販売費及び一般管
理費

218,770 3.5 277,525 3.9 430,639 3.3

営業利益 321,319 5.0 284,441 4.0 560,305 4.3

Ⅳ．営業外収益

１.受取利息 2,693 1,892 5,025

２.受取配当金 16,796 408,708 56,844

３.その他 16,835 7,793 23,826

営業外収益合計 36,325 0.6 418,394 5.9 85,696 0.7

Ⅴ．営業外費用

１.支払利息 45,722 42,031 87,605

２.支払手数料 － 17,848 60,149

３.休止固定資産
減価償却額

3,125 964 4,172

４.その他 34,576 1,676 4,526

営業外費用合計 83,424 1.3 62,520 0.9 156,454 1.2

経常利益 274,220 4.3 640,314 9.0 489,547 3.8

Ⅵ．特別利益

１.貸倒引当金戻
入額

6,888 － 7,203

２.固定資産処分益  ※１ － 2,446 －

３.投資有価証券
売却益 

－ 280,337 －

特別利益合計 6,888 0.1 282,784 4.0 7,203 0.0

Ⅶ．特別損失

１.固定資産処分
   損

※２ 30,215 62,706 55,616

２.適格退職年金
　 制度終了損失 

 － 221,439 －

特別損失合計 30,215 0.5 284,145 4.0 55,616 0.4

税引前中間(当期)
純利益

250,893 3.9 638,952 9.0 441,134 3.4

法人税、住民税
及び事業税

129,300 75,400 261,900

法人税等調整額 △31,976 97,323 1.5 795 76,195 1.1 △61,708 200,191 1.5

中間(当期)純利益 153,570 2.4 562,757 7.9 240,942 1.9

前期繰越損失 804,460 － 804,460

中間(当期)未処理
損失

650,889 － 563,517
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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

固定資産
圧縮
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）
1,199,867 833,096 833,096 114,500 27,164 510,000 △563,517 88,147 △9,194 2,111,917

中間会計期間中の変動額

利益準備金の取崩

（注）
－ － － △26,352 － － 26,352 － － －

固定資産圧縮積立金の

取崩（注） 
－ － － － △27,164 － 27,164 － － －

別途積立金の取崩

（注）  
－ － － － － △510,000 510,000 － － －

中間純利益 － － － － － － 562,757 562,757 － 562,757

自己株式の取得 － － － － － － － － △661 △661

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）

－ － － △26,352 △27,164 △510,000 1,126,275 562,757 △661 562,096

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,199,867 833,096 833,096 88,147 － － 562,757 650,905 △9,855 2,674,013

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）
709,567 709,567 2,821,484

中間会計期間中の変動額

利益準備金の取崩

（注）
－ － －

固定資産圧縮積立金の

取崩（注） 
－ － －

別途積立金の取崩

（注） 
－ － －

中間純利益 － － 562,757

自己株式の取得 － － △661

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△356,253 △356,253 △356,253

中間会計期間中の変動額合

計

（千円）

△356,253 △356,253 205,843

平成18年９月30日　残高

（千円）
353,313 353,313 3,027,327

 （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ため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）有価証券

(イ)子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってお

ります。

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

(イ)子会社及び関連会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

(イ)子会社及び関連会社株式

同左

(ロ)その他有価証券

(Ⅰ)時価のあるもの

　当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

均法により算定している）によって

おります。

(ロ)その他有価証券

(Ⅰ)時価のあるもの

　当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

平均法により算定している）によっ

ております。

(ロ)その他有価証券

(Ⅰ)時価のあるもの

　当事業年度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

平均法により算定している）によっ

ております。

(Ⅱ)時価のないもの

　移動平均法による原価法によって

おります。

(Ⅱ)時価のないもの

同左

(Ⅱ)時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

　製品、材料、仕掛品及び貯蔵品は総平

均法による原価法によっております。

　金型は個別法による原価法によってお

ります。

(2）たな卸資産

同左

(2）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

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物　　　　　　７年～50年

　機械及び装置　　３年～12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

　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、それ以外の無形固定資産に

ついては、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．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

率により、貸倒懸念債権については、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。

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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額の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備えるため、賞

与支給見込額の当事業年度の負担額を計

上しております。
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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）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、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。なお、会計基準変更時差異

（896,178千円）については、15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。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務の見込額に基づき、

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。な

お、会計基準変更時差異については、15

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9月に適格退職年金制度を確定拠

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、特別損失とし

て221,439千円計上しております。

 (3）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、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、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上してお

ります。なお、会計基準変更時差異

（896,178千円）については、15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）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく中間期末要

支給額の50％相当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

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額の50％相当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。

４．          ─────― 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。

５．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

(1）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。なお、仮受消費

税等及び仮払消費税等は相殺のうえ、流動

資産の「未収入金」に含めて表示しており

ます。

５．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

(1）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。なお、仮受消費

税等及び仮払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。

５．その他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

同左

(2）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(2）連結納税制度の適用

同左

(2）連結納税制度の適用

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）

　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。

　─────― 　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。

─────―  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

額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3,027,327千円であります。

　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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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）

１．※１有形固定資産の

減価償却累計額

8,371,476千円          8,520,012千円          8,487,427千円

２．※２担保資産

有形固定資産のうち

建物

構築物

機械及び装置

土地

計

529,324

174,238

1,860,638

1,305,726

3,869,928千円

548,074

107,527

1,946,295

1,305,726

   3,907,625千円

517,861

170,634

1,856,846

1,305,726

   3,851,068千円

は工場財団抵当として長期借入金（一

年内返済予定額を含む）

1,385,600千円、短期借入金

3,130,000千円の担保に供しておりま

す。

は工場財団抵当として長期借入金（一

年内返済予定額を含む）

1,424,400千円、短期借入金

2,670,000千円の担保に供しておりま

す。

は工場財団抵当として長期借入金（一

年内返済予定額を含む）

1,655,000千円、短期借入金

3,130,000千円の担保に供しておりま

す。

３．※３圧縮記帳額 取得価額から圧縮記帳額32,459千円

が控除されております。

取得価額から圧縮記帳額 32,459千円

が控除されております。

取得価額から圧縮記帳額32,459千円

が控除されております。

４．※４中間期末（期

末）日満期手形

 ─────―   中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理して

おります。当中間期末日満期手形は、

次のとおりであります。

 ─────―

   受取手形　　　　　　 7,188千円  

   支払手形　　　　　 215,544千円  

   設備関係支払手形　　58,836千円  

（中間損益計算書関係）

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）

１．※１固定資産処分益  ─────― 機械及び装置2,446千円の処分益であ

ります。

 ─────―

２．※２固定資産処分損 機械及び装置29,960千円、その他255

千円の処分損であります。 

機械及び装置59,819千円、その他

2,886千円の処分損であります。 

機械及び装置55,361千円、その他255

千円の処分損であります。 

３．減価償却実施額

有形固定資産 166,798千円        181,736千円        342,235千円

無形固定資産 490千円    686千円      834千円

（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　（注） 27 1 － 29

合計 27 1 － 29

 （注)普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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、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)

機械及
び装置

47,478 44,281 3,197

その他
(有形
固定資
産)

10,270 9,556 713

合計 57,748 53,838 3,910

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)

機械及
び装置

47,478 47,478 －

その他
(有形
固定資
産)

10,270 10,270 －

合計 57,748 57,748 －

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 4,268千円

１年超 －千円

合計 4,268千円

１年内      －千円

１年超 －千円

合計      －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

支払リース料 5,255千円

減価償却費相当

額
4,812千円

支払利息相当額 92千円

支払リース料      9,523千円

減価償却費相当

額
     8,722千円

支払利息相当額    111千円

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

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。

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

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。

 （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。
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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。

（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 197円12銭

１株当たり中間純利益

金額
11円78銭

１株当たり純資産額    232円36銭

１株当たり中間純利益

金額
  43円19銭

１株当たり純資産額    216円53銭

１株当たり当期純利益

金額
  18円49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。

　（注）　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)

中間（当期）純利益（千円） 153,570 562,757 240,942

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）
153,570 562,757 240,942

期中平均株式数（千株） 13,033 13,029 13,032

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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