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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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

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 2,466 ( △3.5) 273 (  42.4) 296 (   46.5)

17年９月中間期 2,555 (△27.4) 191 (1,039.6) 202 (1,735.1)

18年３月期 5,494 591 615

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 165 ( 60.0) 56 19

17年９月中間期 103  (   －) 35 13

18年３月期 338 114 68

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期2,954,000株 17年９月中間期2,954,000株 18年３月期2,954,000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います。

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 5,729 2,657 46.3 898 33

17年９月中間期 5,502 2,307 41.9 781 01

18年３月期 5,944 2,543 42.8 861 19

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 2,954,000株 17年９月中間期 2,954,000株 18年３月期 2,954,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期      1,000株 17年９月中間期 1,000株 18年３月期      1,000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 5,850  670  380  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　128円63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 － 20.00 20.00

19年３月期（実績） － －
20.00

19年３月期（予想） － 20.00

※　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

います。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７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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  1,631,831 1,095,990  1,804,266

２．受取手形 5,230 1,729  1,289

３．売掛金 918,398 702,339  872,850

４．たな卸資産 480,592 537,347  827,928

５．前払費用 80,071 88,506  64,780

６．繰延税金資産 7,946 24,655  24,655

７．関係会社短期貸
付金

50,000 30,000  30,000

８．１年以内回収予
定関係会社長期
貸付金

76,715 21,788  43,083

９．その他 144,825 116,327  107,104

流動資産合計 3,395,611 61.7 2,618,685 45.7 △776,925 3,775,958 63.5

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産   

（1）建物 382,448 893,898  484,828

減価償却累計
額

38,326 344,121 64,218 829,680  48,416 436,412

（2）構築物 32,605  41,363   34,253  

減価償却累計
額

5,959 26,645 10,570 30,792  8,416 25,836

（3）機械装置 5,491  7,794   7,794  

減価償却累計
額

1,141 4,350 2,923 4,871  2,160 5,634

（4）車両運搬具 1,923 1,923  1,923

減価償却累計
額

1,069 853 1,478 444  1,343 580

（5）工具器具備
品

96,520 99,862  99,596

減価償却累計
額

49,701 46,819 63,992 35,870  58,297 41,298

（6）土地 567,872 1,194,498  592,218

（7）建設仮勘定 1,575 10,426  101,654

有形固定資産合
計

992,238 2,106,583 1,114,344 1,203,634

２．無形固定資産 215,462 157,026 △58,436 181,299

３．投資その他の資
産

 

(1)関係会社株式  590,390 656,920  602,390

(2)その他  400,216 282,230  272,897

貸倒引当金 △91,496 △91,496  △91,496

投資その他の資
産合計

899,110 847,653 △51,456 783,791

固定資産合計 2,106,812 38.3 3,111,264 54.3 1,004,451 2,168,725 36.5

資産合計 5,502,423 100.0 5,729,949 100.0 227,526 5,944,684 100.0
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 668,701 460,771  881,365

２．短期借入金  1,500,000 700,000  1,500,000

３．１年以内返済予
定の長期借入金

141,720 341,720  141,720

４．未払金 341,480 341,587  355,037

５．未払法人税等 81,616 120,722  149,553

６．その他 ※３ 47,232 62,102  32,965

流動負債合計 2,780,750 50.6 2,026,904 35.4 △753,845 3,060,642 51.5

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 401,440 1,009,720  330,580

２．役員退職慰労引
当金

4,537 4,537  4,537

３．設備等未払金 8,604 1,249  4,956

４．預り保証金 － 29,539  －

固定負債合計 414,581 7.5 1,045,046 18.2 630,464 340,074 5.7

負債合計 3,195,332 58.1 3,071,951 53.6 △123,381 3,400,716 57.2
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 500,450 9.1 － － △500,450 500,450 8.4

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 612,650 －  612,650

資本剰余金合計 612,650 11.1 － － △612,650 612,650 10.3

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 20,894 －  20,894

２．任意積立金 164,000 －  164,000

３．中間（当期）未
処分利益

1,003,480 －  1,238,497

利益剰余金合計 1,188,374 21.6 － － △1,188,374 1,423,391 24.0

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

6,016 0.1 － － △6,016 7,875 0.1

Ⅴ　自己株式 △400 △0.0 － － 400 △400 △0.0

資本合計 2,307,090 41.9 － － △2,307,090 2,543,967 42.8

負債資本合計 5,502,423 100.0 － － △5,502,423 5,944,684 100.0

 

　（純資産の部）        

 Ⅰ　株主資本        

 　１．資本金  － －  500,450 8.7 500,450  － －

 　２．資本剰余金        

   　 (1) 資本準備金 －  612,650   －  

 　　　資本剰余金合計  － －  612,650 10.7 612,650  －  

 　３．利益剰余金        

 　   (1) 利益準備金 －  20,894   －  

      (2) その他利益剰

余金
       

          別途積立金 －  164,000   －  

          繰越利益剰余

金
－   1,345,404    －   

     　利益剰余金合計  － －  1,530,299 26.7 1,530,299  － －

 　４．自己株式  － －  △400 △0.0 △400  － －

       株主資本合計  － －  2,642,999 46.1 2,642,999  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等           

   １．その他有価証券評

価差額金
 － －  10,679 0.2 10,679  － －

       評価・換算差額等

合計
 － －  10,679 0.2 10,679  － －

 Ⅲ　新株予約権  － －  4,320 0.1 4,320  － －

     純資産合計  － －  2,657,998 46.4 2,657,998  － －

     負債純資産合計  － －  5,729,949 100.0 5,729,949  － －
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,555,412 100.0 2,466,198 100.0 △89,213 5,494,085 100.0

Ⅱ　売上原価 1,307,033 51.2 1,228,381 49.8 △78,652 2,869,232 52.2

売上総利益 1,248,378 48.8 1,237,817 50.2 △10,560 2,624,852 47.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,056,514 41.3 964,515 39.1 △91,998 2,033,576 37.0

営業利益 191,864 7.5 273,302 11.1 81,437 591,276 10.8

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,573 1,955  8,333

２．受取配当金 63 60  89

３．関係会社業務受託
手数料

22,523 20,810  43,833

４．保険解約返戻金 － －  3,591

５．関係会社受取賃貸
料

8,400 11,760  16,800

６．受取賃貸料 － 21,390  －

７．その他 599 35,159 1.4 672 56,647 2.3 21,488 1,069 73,717 1.3

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 16,358 15,807  31,075

２．賃貸関連費用 8,592 17,104  17,863

３．その他 41 24,992 1.0 1,008 33,921 1.4 8,928 87 49,025 0.9

経常利益 202,030 7.9 296,028 12.0 93,997 615,967 11.2

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産除却損 －   11,599    165   

２．減損損失 ※３ 11,081   －    11,081   

３．たな卸廃棄損 6,869 17,951 0.7 － 11,599 0.5 △6,351 29,939 41,186 0.7

税引前中間（当
期）純利益

184,079 7.2 284,429 11.5 100,349 574,780 10.5

法人税、住民税
及び事業税

※２ 80,314 118,442  245,635

法人税等調整額 － 80,314 3.1 － 118,442 4.8 38,127 △9,637 235,998 4.3

中間（当期）純
利益

103,764 4.1 165,987 6.7 62,222 338,781 6.2

前期繰越利益 899,715 －  899,715

中間（当期）未
処分利益

1,003,480 －  1,238,497
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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

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
500,450 612,650 612,650 20,894 164,000 1,238,497 1,423,391 △400 2,536,091

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △59,080 △59,080  △59,080

中間純利益      165,987 165,987  165,987

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）
－ － － － － 106,907 106,907 － 106,907

平成18年９月30日　残高

（千円）
500,450 612,650 612,650 20,894 164,000 1,345,404 1,530,299 △400 2,642,999

評価・換算差額等

新株予約権 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）
7,875 7,875 4,320 2,548,287

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △59,080

中間純利益    165,987

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
2,803 2,803  2,803

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
2,803 2,803 － 109,711

平成18年９月30日　残高

（千円）
10,679 10,679 4,320 2,657,998
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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

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

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

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

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

商品・原材料

　総平均法による原価法

貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）たな卸資産

商品・原材料

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品・原材料

同左

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

　定率法によっています。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によって

います。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　　３年から47年

工具器具備品　　４年から15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

　定額法によっています。

　ただし、営業権については、商

法施行規則の規定する最長期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ており、ソフトウェア（自社利用

分）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

法によっています。

(2）無形固定資産

 定額法によっています。 

  ただし、営業権については、旧

商法施行規則の規定する最長期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ており、ソフトウェア（自社利用

分）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

法によっています。

(2）無形固定資産

 定額法によっています。 

  ただし、営業権については、商

法施行規則の規定する最長期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ており、ソフトウェア（自社利用

分）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

法によっています。

(3）長期前払費用

　定額法によっています。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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．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

込額を計上しています。

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）役員退職慰労引当金

　当社は平成14年３月期の役員退

職慰労金制度の廃止に伴い、役員

退職慰労金に係る支給内規の改訂

を行っており、それ以降の積み増

しは行っていません。 

　そのため、当中間期末要支給額

は平成13年12月末時点での要支給

額となっています。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

　当社は平成14年３月期の役員退

職慰労金制度の廃止に伴い、役員

退職慰労金に係る支給内規の改訂

を行っており、それ以降の積み増

しは行っていません。

　そのため、当期末要支給額は平

成13年12月末時点での要支給額と

なっています。

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

会計処理によっています。

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．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、税抜方式によっています。

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

同左

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
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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)  ―――――――――   (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）を適用しています。こ

れにより税引前中間純利益は11,081

千円減少しています。

　 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してい

ます。

　

   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）を適用しています。これに

より税引前当期純利益は11,081千円

減少しています。 

   なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除していま

す。 

――――――――― 
  (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

適用しています。

　 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,653,678千円です。

 　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

より作成しています。

 

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)

　 「関係会社株式」は、前中間期まで、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示していたが、当中間期末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

 　なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は77,780

千円です。

――――――――――――――
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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　偶発債務（債務保証）

　次の関係会社について、金融機関等か

らの借入等に対し債務保証を行っていま

す。

　１　偶発債務（債務保証）

　次の関係会社について、金融機関等か

らの借入等に対し債務保証を行っていま

す。

　１　偶発債務（債務保証）

　次の関係会社について、金融機関等か

らの借入等に対し債務保証を行っていま

す。

保証先
金額

(千円)
内容

ハーバー㈱ 22,360 借入債務

ハーバー㈱ 8,099 リース債務

㈱中部ハー

バー
68,000 借入債務

㈱京都ハー

バー
149,638 借入債務

計 248,097 －

保証先
金額

(千円)
内容

ハーバー㈱ 15,140 借入債務

ハーバー㈱ 5,095 リース債務

㈱中部ハー

バー
80,000 借入債務

㈱京都ハー

バー
119,446 借入債務

計 219,681 －

保証先
金額

(千円)
内容

ハーバー㈱ 17,240 借入債務

ハーバー㈱ 6,370 リース債務

㈱中部ハー

バー
68,000 借入債務

㈱京都ハー

バー
149,468 借入債務

計 241,078 －

　 ２　　　――――――― 　 ２　　　―――――――  　２　受取手形割引高　　　　　2,516千円

※３　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、流動負債の「その他」に含め

て表示しています。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３

──────

（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　減価償却実施額 　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額

千円

有形固定資産 21,436

無形固定資産 39,662

千円

有形固定資産 25,600

無形固定資産 38,832

千円

有形固定資産 45,059

無形固定資産 79,675

※２　税効果会計の適用に当たり「簡便法」

を採用しておりますので、法人税等調整

額を含めた金額で、一括掲記しています。

※２　　　　　　 同左 ※２　　　　―――――――――

 

※３　減損損失　　　

 当中間会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

 栃木県鹿沼市  遊休地  土地 

 岡山県瀬戸内市  遊休地  土地 

　当社は、事業用資産、賃貸資産、遊休

資産にグルーピングしています。

　遊休資産以外の２グループ事業におい

ては、減損の兆候はありませんでしたが、

遊休資産（土地）については、地価が帳

簿価額に対して著しく下落しているため、

当中間会計期間において、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し当該減少額を減損

損失（11,081千円）として特別損失に計

上しています。

　なお、遊休地は正味売却価額により測

定しており、相続税評価額を基準に算定

した時価により評価しています。

※３　　　　――――――――― ※３　減損損失　　　

　　　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。

 場所 用途  種類

 栃木県鹿沼市  遊休地  土地

 岡山県瀬戸内市  遊休地  土地

      当社は、事業用資産、賃貸資産、遊休

資産にグルーピングしています。

      遊休資産以外の２グループ事業におい

ては、減損の兆候はありませんでしたが、

遊休資産（土地）については、地価が帳

簿価額に対して著しく下落しているため、

当事業年度において、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し当該減少額を減損損失

（11,081千円）として特別損失に計上し

ています。

      なお、遊休地は正味売却価額により測

定しており、相続税評価額を基準に算定

した時価により評価しています。
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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）

　　 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

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

普通株式 1,000 － － 1,000

合計 1,000 － － 1,000
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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）

１．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)

工具器具備品 119,311 57,581 61,729

合計 119,311 57,581 61,729

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)

工具器具備品 105,469 65,723 39,746

合計 105,469 65,723 39,746

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)

工具器具備品 118,851 65,487 53,364

合計 118,851 65,487 53,364

(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

千円

１年内 28,034

１年超 36,872

合計 64,906

千円

１年内 26,505

１年超 15,943

合計 42,448

千円

１年内 27,201

１年超 29,248

合計 56,449

(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

千円

支払リース料 15,485

減価償却費相当額 15,006

支払利息相当額 644

千円

支払リース料 14,397

減価償却費相当額 13,618

支払利息相当額 396

千円

支払リース料 31,407

減価償却費相当額 30,305

支払利息相当額 1,175

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

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います。

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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

ています。

利息相当額の算定方法

同左

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）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　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）

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　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）

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　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　　   781.01円 １株当たり純資産額　　   898.33円 １株当たり純資産額　　   861.19円

１株当たり中間純利益金額　　

 　　　　                  35.13円

１株当たり中間純利益金額　　

 　　　　                  56.19円

１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　        114.68円

　

潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額　　　　　  26.76円

潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額　　　　    42.82円

潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額　　　      87.30円

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 103,764 165,987 338,781

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）
103,764 165,987 338,781

期中平均株式数（株） 2,954,000 2,954,000 2,954,000

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加額（株） 923,041 922,083 926,334

（うち新株引受権） (923,041) (922,083) (926,334)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

─────── ─────── ───────
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（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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　――――――――― 　　　　　――――――――― １．重要な設備投資

 　(1)目的

 　　 当社は、平成18年２月27日の取

締役会において、研究開発部門の

充実のために自社ビルの取得を決

議しました。

  (2)設備投資の内容

 　  ①取得地　　　東京都千代田区

     ②取得価額　　975,000千円

       土　　　　地（　282.78㎡）

       建物延床面積（1,329.92㎡）

     ③取得日　    平成18年５月31日

     なお、売買代金を資金使途に

1,000,000千円を銀行借入していま

す。

　―――――――――  ――――――――― ２．資金の借入

 　当社は、決算日後に下記のとおり総

額1,000,000千円の借入を実施してい

ます。

  (1)借 入 先：株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行、中央三井信託

銀行株式会社、株式会

社みずほ銀行、株式会

社三井住友銀行

  (2)利　　率：年0.65％～2.9875％

  (3)返済方法：３ヵ月毎

  (4)実施時期：平成18年４月28日～平

成18年５月26日

  (5)返済期限：平成23年４月28日～平

成23年５月31日

  (6)資金の使途：研究開発部門の自社

ビル取得資金として

使用しています。
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