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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要            
会 社 名 イワブチ株式会社         平成18 年 11 月 20 日 
コ ー ド 番 号  ５９８３               上場取引所    JASDAQ 
（ＵＲＬ http://www.iwabuchi.co.jp/）        本社所在都道府県 千葉県 
代 表 者 役 職 名 取締役社長 
       氏    名 加藤 克明 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長          

氏    名 池谷 謙一          TEL ０４７－３６８－２２２２（代） 
中間決算取締役会開催日  平成１８年１１月２０日  中間配当制度の有無  有 
中 間 配 当 支 払 開 始 日  平成１８年１２月１１日  単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 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                                              （百万円未満切り捨て） 
 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

          百万円        ％ 

５,６３６（ △3.3） 
５,８２８（ 10.7） 

             百万円       ％   

      ４４５（△35.1） 
      ６８６（ 56.1） 

          百万円       ％      
      ４６４（△33.9）
      ７０３（ 53.5）

１ ８ 年 ３ 月 期 １２,８２１    １,７１１ １,７５０ 
                                                                                                     

 
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         ％ 

２７０（△30.6） 
３９０（ 42.5） 

            円    銭 

   ２３ ５６ 
３３ １８ 

１ ８ 年 ３ 月 期   １,１２１     ９３ ４９ 
（注） １．期中平均株式数 

18 年 9 月中間期  11,500,000 株 17 年 9 月中間期 11,764,000 株 18 年 3 月期 11,715,540 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                              （百万円未満切り捨て） 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

         百万円 

１５,６５８ 
１６,０４１ 

百万円 

１２,２６１ 
１１,７１０ 

            ％ 

７８.３ 
７３.０ 

円   銭 

１,０６６ ２２ 
９９５ ４４ 

１ ８ 年 ３ 月 期 １６,２９９ １２,３０９ ７５.５ １,０６８ １１ 
（注）1.期末発行済株式数 

18 年 9 月中間期 11,500,000 株 17 年 9 月中間期 11,764,000 株 18 年 3 月期  11,500,000 株 
（注）2.期末自己株式数   

18 年 9 月中間期             －株 17 年 9 月中間期          －株 18 年 3 月期              －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 

１１,６６１ 
百万円 

  １,１４２ 
        百万円 

  ６８０ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 59 円 13 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） ７．００ ― 
１９年３月期（予想） ― ８．００ 

１５．００ 

                                                  
※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化 

により、予想と異なることがあります。 
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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  4,912,570   4,224,777   4,367,893   

２．受取手形 ※３ 1,044,115   1,197,974   1,593,834   

３．売掛金  2,124,252   2,129,405   2,447,906   

４．たな卸資産  1,969,914   1,961,302   1,742,386   

５．短期貸付金  197   199   10,198   

６．その他  289,032   269,438   251,821   

貸倒引当金  △700   △1,075   △2,924   

流動資産合計   10,339,381 64.5  9,782,022 62.5  10,411,116 63.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※１ 1,035,799   1,264,594   1,263,748   

(2）機械及び装置 ※１ 445,993   556,534   531,996   

(3）土地  1,879,367   1,784,803   1,784,803   

(4）その他 ※１ 352,243   307,018   289,802   

計  3,713,403   3,912,951   3,870,351   

２．無形固定資産  61,097   65,789   60,235   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  848,924   963,790   1,071,378   

(2）会員権等  134,596   137,152   134,096   

(3）その他  961,094   811,697   767,998   

貸倒引当金  △16,543   △15,300   △15,343   

計  1,928,072   1,897,341   1,958,130   

固定資産合計   5,702,573 35.5  5,876,081 37.5  5,888,716 36.1 

資産合計   16,041,954 100.0  15,658,103 100.0  16,299,833 100.0 
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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  1,106,358   795,143   931,580   

２．買掛金  798,939   774,448   779,943   

３．1年内返済予定長期
借入金  277,000   182,000   182,000   

４．未払法人税等  309,698   171,041   420,899   

５．賞与引当金  284,267   227,683   256,834   

６．その他 ※２ 257,421   266,591   318,050   

流動負債合計   3,033,685 18.9  2,416,907 15.4  2,889,307 17.7 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  368,000   186,000   277,000   

２．退職給付引当金  489,495   348,106   353,479   

３．役員退職慰労引当
金  281,454   276,974   302,159   

４．その他  158,920   168,605   168,605   

固定負債合計   1,297,869 8.1  979,685 6.3  1,101,244 6.8 

負債合計   4,331,555 27.0  3,396,593 21.7  3,990,551 24.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,496,950 9.3  ― ―  1,496,950 9.2 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,210,656   ―   1,210,656   

資本剰余金合計   1,210,656 7.5  ― ―  1,210,656 7.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  379,237   ―   379,237   

２．任意積立金  7,454,764   ―   7,454,764   

３．中間（当期）未処
分利益 

 901,598   ―   1,368,523   

利益剰余金合計   8,735,601 54.5  ― ―  9,202,525 56.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   267,191 1.7  ― ―  399,149 2.4 

資本合計   11,710,399 73.0  ― ―  12,309,282 75.5 

負債及び資本合計   16,041,954 100.0  ― ―  16,299,833 100.0 
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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   ― ―  1,496,950 9.6  ― ― 

２. 資本剰余金           

(1)資本準備金  ―   1,210,656   ―   

資本剰余金合計   ― ―  1,210,656 7.7  ― ― 

３. 利益剰余金           

(1)利益準備金  ―   379,237   ―   

(2)その他利益剰余
金           

備品圧縮積立金  ―   3,668   ―   

土地圧縮積立金  ―   39,100   ―   

別途積立金  ―   8,000,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   795,477   ―   

利益剰余金合計   ― ―  9,217,484 58.9  ― ― 

株主資本合計   ― ―  11,925,091 76.2  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１. その他有価証券評
価差額金   ― ―  336,418 2.1  ― ― 

評価・換算差額等合
計   ― ―  336,418 2.1  ― ― 

純資産合計   ― ―  12,261,510 78.3  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  15,658,103 100.0  ― ― 
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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   5,828,482 100.0  5,636,757 100.0  12,821,597 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,998,640 68.6  4,026,169 71.4  8,841,082 69.0 

売上総利益   1,829,841 31.4  1,610,588 28.6  3,980,514 31.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,143,585 19.6  1,164,990 20.7  2,269,448 17.7 

営業利益   686,256 11.8  445,598 7.9  1,711,065 13.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  20,066 0.4  23,091 0.4  48,552 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,214 0.1  3,847 0.1  8,865 0.0 

経常利益   703,108 12.1  464,842 8.2  1,750,752 13.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  2,171 0.0  7,372 0.2  155,026 1.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  23,526 0.4  4,454 0.1  48,610 0.4 

税引前中間（当期）
純利益 

  681,753 11.7  467,760 8.3  1,857,168 14.5 

法人税、住民税及
び事業税  295,800   152,300   673,700   

法人税等調整額  △4,404 291,395 5.0 44,501 196,801 3.5 62,185 735,885 5.8 

中間（当期）純利
益   390,357 6.7  270,958 4.8  1,121,282 8.7 

前期繰越利益   511,240   ―   511,240  

利益による自己株
式消却額   ―   ―   264,000  

中間（当期）未処
分利益   901,598   ―   1,368,523  
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

備品 
圧縮積立金 

土地 
圧縮積立金 別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本 
合計 

平成18年３月31日 
残高   （千円） 1,496,950 1,210,656 379,237 ― 4,764 7,450,000 1,368,523 9,202,525 11,910,132 

中間会計期間中の変
動額 

         

備品圧縮積立金の
積立（注） 

   3,668   △3,668 ― ― 

土地圧縮積立金の
積立（注）     34,335  △34,335 ― ― 

別途積立金の積立 
（注）      550,000 △550,000 ― ― 

剰余金の配当（注）       △230,000 △230,000 △230,000 

役員賞与（注）       △26,000 △26,000 △26,000 

中間純利益       270,958 270,958 270,958 

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） 

― ― ― 3,668 34,335 550,000 △573,046 14,958 14,958 

平成18年９月30日  
残高   （千円） 1,496,950 1,210,656 379,237 3,668 39,100 8,000,000 795,477 9,217,484 11,925,091 

          
 

評価・換算 
差額等 

 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） 

399,149 12,309,282 

中間会計期間中の変
動額 

  

備品圧縮積立金の
積立（注） 

 ― 

土地圧縮積立金の
積立（注） 

 ― 

別途積立金の積立 
（注） 

 ― 

剰余金の配当（注）  △230,000 

役員賞与（注）  △26,000 

中間純利益  270,958 

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

△62,730 △62,730 

中間会計期間中の変
動額合計 （千円） 

 △62,730 △47,771 

平成18年９月30日  
残高   （千円） 336,418 12,261,510 

   
（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 

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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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） 

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品、製品、半製品、原材料、仕

掛品 

商品、製品、半製品、原材料、仕

掛品 

商品、製品、半製品、原材料、仕

掛品 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法 同左 同左 

  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 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物      ７年～47年 

機械及び装置  ２年～17年 

  

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

  定額法 同左 同左 

  ただし、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 

  

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  効果の及ぶ期間に応じて均

等償却 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (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

額に基づき当中間会計期間負担

額を計上しております。 

同左  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

額に基づき当期負担額を計上し

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） 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生している額を計上してお

ります。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時に全額費用処理して

おります。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末日における退職給付

債務及び年金資産に基づき、当

期末日において発生している額

を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時に全額費用処理して

おります。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）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、会社規定に基づく当

中間会計期間末における要支給

額を計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に備

えるため、会社規定に基づく当

期末日における要支給額を計上

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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、ヘ

ッジ会計の要件を満たしてお

り、更に想定元本、利息の受払

条件及び契約期間がヘッジ対象

となる借入金と同一であるた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  借入金を対象とした金利スワ

ップであります。 

同左 同左 

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特

例処理によっているため，有効

性の評価を省略しております。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

同左 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。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

――――― (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12,261,510千円でありま

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。 

――――― 

 

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) 

「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

期末において、その金額が資産の総額の100分の５を超

えたため区分掲記しております。 

なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は、641,581

千円であります。 

――――― 
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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．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 

4,849,257千円 4,809,790千円 4,718,437千円 

※２．消費税等の表示方法 ※２．消費税等の表示方法 ※２．    ───── 

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。 

同左  

※３．    ───── ※３．中間期末日満期手形 ※３．    ───── 

 中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしてお

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 74,098千円
 

 

 
（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 1,268千円

受取配当金 7,811千円

積立保険満期返戻金 5,456千円
  

  
受取利息 1,566千円

受取配当金 9,679千円

受取賃貸料 8,381千円

 
  

  
受取利息 2,530千円

受取配当金 11,525千円

受取賃貸料 6,723千円

積立保険満期返戻金 5,606千円

受取保険金 11,246千円
  

※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 3,159千円
  

  
支払利息 3,818千円

  

  
支払利息 7,933千円

  
※３．特別利益 ※３．特別利益 ※３．特別利益 
  

固定資産売却益 28千円

貸倒引当金戻入益 2,143千円
  

  
固定資産売却益 1,280千円

投資有価証券売却益 4,200千円

貸倒引当金戻入益 1,892千円
  

  
固定資産売却益 72,036千円

投資有価証券売却益 81,870千円

貸倒引当金戻入益 1,119千円
  

※４．特別損失 ※４．特別損失 ※４．特別損失 
  

固定資産売却除却損 22,726千円

会員権等評価損 800千円
  

  
固定資産売却除却損 4,454千円

 
  

  
固定資産売却除却損 47,810千円

会員権等評価損 800千円
  

 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 109,967千円

無形固定資産 4,256千円

長期前払費用 45千円
  

  
有形固定資産 143,398千円

無形固定資産 4,999千円

長期前払費用 165千円
  

  
有形固定資産 248,268千円

無形固定資産 8,414千円

長期前払費用 143千円
  

 

（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（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 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 
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（リース取引関係） 

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） 

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） 

その他 143,583 62,558 81,025 

合計 143,583 62,558 81,025 
  

 

 

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 143,583 91,910 51,672 

合計 143,583 91,910 51,672 
  

 

 

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 143,583 77,334 66,248 

合計 143,583 77,334 66,248 
  

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

（注） 

同左 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(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 29,352千円

１年超 51,672千円

合計 81,025千円
  

 
１年内 27,144千円

１年超 24,528千円

合計 51,672千円
  

 
１年内 28,148千円

１年超 38,100千円

合計 66,248千円
  

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注） 

同左 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(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、減価償却費相当額及び減損損失 
 

支払リース料 14,776千円

減価償却費相
当額 

14,776千円

  

 
支払リース料 14,575千円

減価償却費相
当額 

14,575千円

  

 
支払リース料 29,553千円

減価償却費相
当額 

29,553千円

  
(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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 

   

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 
 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)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)

のいずれにおいても、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 995.44円 

１株当たり中間純利
益金額 

33.18円 
 

  

 
１株当たり純資産額1,066.22円 

１株当たり中間純利
益金額 

23.56円 
 

  

 
１株当たり純資産額1,068.11円 

１株当たり当期純利
益金額 

93.49円 
 

  
 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。 

同左  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） 390,357 270,958 1,121,282 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 26,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) （26,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

390,357 270,958 1,095,282 

期中平均株式数（千株） 11,764 11,500 11,715 
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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) 

────── 平成18年11月6日開催の取締役会

において、会社法第165条第２項の規

定に基づき、自己株式を取得するこ

とについて決議し、自己株式の取得

を以下のとおり実施いたしました。 

(1）自己株式取得に関する取締役会

の決議内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

  ② 取得する株式の総数 

    175,000株（上限） 

  ③ 株式の取得価額の総額 

    125,000千円（上限） 

④ 自己株式取得の日程 

   平成18年11月７日 

(2）取得の方法 

株式会社ジャスダック証券取引

所の自己株式取得のための固定価

格取引による買付け 

(3）取得日 

平成18年11月7日 

(4）その他 

上記固定価格取引による買付け

の結果、当社普通株式175,000株

（取得価額118,825千円）を取得い

たしました。 

────── 

 
 

 
 


