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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 6,324 (   7.6) 341 (△ 1.8) 362 (△13.5)

17年9月中間期 5,880 (　11.5) 347 (  　7.0) 419 (　12.2)

18年3月期 12,111  719  835  

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 173 (  13.8) 28 76

17年9月中間期 152 (△40.2) 25 28

18年3月期 434  66 37

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,014,600株 17年9月中間期 6,014,600株 18年3月期  6,014,600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 14,300 7,042 49.2 1,170 91

17年9月中間期 12,992 6,680 51.4 1,110 76

18年3月期 13,865 7,036 50.8 1,164 15

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期  6,014,600株 17年9月中間期 6,014,600株 18年3月期  6,014,600株

②期末自己株式数 18年9月中間期    36,400株 17年9月中間期 36,400株 18年3月期    36,400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 12,630  767  445  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　73円99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 12.00 12.00

19年３月期（実績） － －

19年３月期（予想） 15.00 15.00

 

※　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

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。

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）

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 1,132,550 1,608,468 1,388,185

２．受取手形 ※３ 345,195 458,824 421,777

３．売掛金 2,950,514 3,107,432 2,972,383

４．たな卸資産 859,282 1,000,537 1,022,124

５．その他 518,164 825,147 612,663

貸倒引当金 △247 △425 △259

流動資産計 5,805,461 44.7 6,999,985 48.9 6,416,875 46.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 987,926 935,464 960,067

(2）機械及び装置 ※２ 1,328,531 1,314,222 1,427,168

(3）土地 ※２ 1,123,196 1,125,121 1,125,121

(4）その他 438,533 540,206 496,866

計 3,878,188 3,915,015 4,009,224

２．無形固定資産 53,678 45,360 45,208

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 694,355 655,262 764,268

(2）関係会社株式 1,698,688 1,698,688 1,698,688

(3）長期貸付金 314,054 465,058 402,693

(4）繰延税金資産 297,592 256,668 259,160

(5）その他 263,521 290,121 281,619

貸倒引当金 △13,405 △25,865 △12,684

計 3,254,806 3,339,933 3,393,746

固定資産合計 7,186,674 55.3 7,300,309 51.1 7,448,179 53.7

資産合計 12,992,136 100.0 14,300,294 100.0 13,865,054 100.0
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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 ※３ 1,643,559 2,361,598 1,809,405

２．買掛金 578,250 559,712 625,790

３．短期借入金 ※２ 995,200 859,800 1,038,700

４．１年内償還予定の社
債 

 500,000 － －

５．未払法人税等 171,290 157,537 189,155

６．賞与引当金 180,000 204,000 184,000

７．役員賞与引当金 － 17,500 －

８．その他 584,844 667,464 763,405

流動負債合計 4,653,144 35.8 4,827,612 33.8 4,610,457 33.2

Ⅱ　固定負債

１．社債 500,000 500,000 500,000

２．長期借入金 ※２ 239,800 1,030,000 798,700

３．退職給付引当金 730,550 691,037 720,583

４．役員退職慰労引当金 187,839 209,101 198,410

固定負債合計 1,658,189 12.8 2,430,138 17.0 2,217,694 16.0

負債合計 6,311,334 48.6 7,257,751 50.8 6,828,151 49.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 897,250 6.9 － － 897,250 6.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 697,140 － 697,140

２．その他資本剰余金 8,974 － 8,974

資本剰余金合計 706,114 5.4 － － 706,114 5.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 224,312 － 224,312

２．任意積立金 4,178,540 － 4,178,540

３．中間（当期）未処分
利益

531,807 － 813,911

利益剰余金合計 4,934,660 38.0 － － 5,216,763 37.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

161,328 1.2 － － 235,327 1.7

Ⅴ　自己株式 △18,552 △0.1 － － △18,552 △0.1

資本合計 6,680,801 51.4 － － 7,036,903 50.8

負債資本合計 12,992,136 100.0 － － 13,865,054 100.0
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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 － － 897,250 6.3 － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 697,140 －

(2）その他資本剰余金 － 8,974 －

資本剰余金合計 － － 706,114 4.9 － －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 224,312 －

(2）その他利益剰余金

特別償却準備金 － 30,967 －

別途積立金 － 4,408,000 －

繰越利益剰余金 － 619,316 －

利益剰余金合計 － － 5,282,596 36.9 － －

４．自己株式 － － △18,552 △0.1 － －

株主資本合計 － － 6,867,409 48.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 175,133 1.2 － －

評価・換算差額等合計 － － 175,133 1.2 － －

純資産合計 － － 7,042,542 49.2 － －

負債純資産合計 － － 14,300,294 100.0 － －
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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 5,880,223 100.0 6,324,372 100.0 12,111,748 100.0

Ⅱ　売上原価  4,776,745 81.2 5,120,905 81.0 9,823,477 81.1

売上総利益 1,103,477 18.8 1,203,467 19.0 2,288,270 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  755,796 12.9 861,925 13.6 1,568,595 13.0

営業利益 347,681 5.9 341,542 5.4 719,674 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 121,732 2.1 70,523 1.1 198,148 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 50,193 0.9 49,635 0.8 82,104 0.7

経常利益 419,220 7.1 362,429 5.7 835,718 6.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 12,223 0.2 6,532 0.1 61,699 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4,5 109,946 1.8 3,076 0.0 120,536 1.0

税引前中間（当
期）純利益

321,497 5.5 365,885 5.8 776,881 6.4

法人税、住民税及
び事業税

164,898 155,666 332,290

法人税等調整額 4,541 169,439 2.9 37,211 192,877 3.1 10,429 342,720 2.8

中間（当期）純利
益

152,057 2.6 173,008 2.7 434,160 3.6

前期繰越利益 379,750 － 379,750

中間（当期）未処
分利益

531,807 － 813,911
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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

その他資本

剰余金

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
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）
897,250 697,140 8,974 706,114 224,312 20,540 4,158,000 813,911 5,216,763 △18,552 6,801,576

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の繰入

（注） 
     15,757  △15,757 －  －

特別償却準備金の取崩

（注） 
     △5,330  5,330 －  －

別途積立金の積立

（注） 
      250,000 △250,000 －  －

剰余金の配当（注）        △72,175 △72,175  △72,175

役員賞与（注）        △35,000 △35,000  △35,000

中間純利益        173,008 173,008  173,008

自己株式の取得            

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）

     10,427 250,000 △194,594 65,833  65,833

平成18年９月30日残高

（千円）
897,250 697,140 8,974 706,114 224,312 30,967 4,408,000 619,316 5,282,596 △18,552 6,867,409

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）
235,327 235,327 7,036,903

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の繰入（注）   －

特別償却準備金の取崩（注）   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △72,175

役員賞与（注）   △35,000

中間純利益   173,008

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△60,193 △60,193 △60,193

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△60,193 △60,193 5,639

平成18年９月30日　残高

（千円）
175,133 175,133 7,042,542

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分の項目であります。
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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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券 子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

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）

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）

 

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

総平均法による原価法

商品

同左

商品

同左

製品

電動工具、食品加工機械等

総平均法による原価法

金型

個別法による原価法

その他

総平均法による原価法

製品

同左

製品

同左

原材料

移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

仕掛品

電動工具、食品加工機械等

個別法による原価法

金型

個別法による原価法

その他

総平均法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

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

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）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

りです。

建物　　　　　５～50年

機械及び装置　７～12年

同左 同左

(2）無形固定資産 定額法

　なお、自社利用のソフトウエアに

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。

同左 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．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。

同左 同左

(2）賞与引当金 　従業員の賞与支給に備えるため、

冬期賞与支給見込額の期間対応分を

計上しております。

同左 　従業員の賞与支給に備えるため、

夏期賞与支給見込額の期間対応分を

計上しております。

(3）役員賞与引当金  ─────── 　役員賞与の支給に備えて、当事業

年度における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。 

（会計方針の変更）　 

　当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

17,500千円減少しております。 

 ────────

(4）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、過去勤務債務はその発生

時の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（３年）による定額法によ

り処理しております。

  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（５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損益処

理することとしております。

同左 　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。

  なお、過去勤務債務は、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（３年）による

定額法により処理しております。

　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（５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損益処

理することとしております。

(5）役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく中

間会計期間末要支給額を計上してお

ります。

同左 　役員の退職慰労金支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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。

同左 同左

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」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　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

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） 

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。

これにより税引前中間純利益は

103,608千円減少しております。

　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お

ります。

 ────────── 　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）を適用しております。これ

により税引前当期純利益は106,111

千円減少しております。

　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おりま

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

適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は7,042,542千円でありま

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．有形固定資産の減価償

却累計額
         9,821,732千円                  10,139,458千円                 10,026,054千円

※２．担保資産及び担保付債

務

(1) 清原工場財団 千円 千円 千円

建物

機械及び装置

土地

計

439,683

100,657

706,035

1,246,376

403,991

87,464

706,035

1,197,491

421,090

91,642

706,035

1,218,768

(2) 上記に対応する債務 千円 千円 千円

短期借入金

短期借入金

（１年内返済予定

の長期借入金）

長期借入金

計

600,000

350,000

112,500

1,062,500

600,000

112,500

800,000

1,512,500

600,000

287,500

－

887,500

※３．中間期末日満期手形 ──────── 　中間期末日満期手形の会計

処理については、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 28,833千円 

支払手形 487,493千円 
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（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．営業外収益のうち主要

項目 千円 千円 千円

受取利息 6,626

受取配当金 28,084

為替差益 71,866

原材料売却益 3,903

試作料収入 1,837

受取利息 12,526

受取配当金 20,712

為替差益 15,799

試作料収入 6,095

受取利息 14,636

受取配当金 34,439

為替差益 119,287

原材料売却益 3,965

試作料収入 3,293

※２．営業外費用のうち主要

項目 千円 千円 千円

支払利息 4,888

社債利息 4,039

たな卸資産除却損 29,980

保険積立金解約損 7,107

支払利息 6,118

社債利息 1,440

たな卸資産除却損 26,192

貸倒引当金繰入額 13,264

支払利息 10,122

社債利息 7,537

たな卸資産除却損 50,415

※３．特別利益のうち主要項

目 千円 千円 千円

前期損益修正益 11,033

貸倒引当金戻入益 1,189

投資有価証券売却益 6,532 投資有価証券売却益 42,510

前期損益修正益 17,828

貸倒引当金戻入益 1,361

※４．特別損失のうち主要項

目 千円 千円 千円 

固定資産除却損 4,394

減損損失 103,608

固定資産除却損 3,076 固定資産除却損 12,481

減損損失 106,111
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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）

 ※５.減損損失 　当中間会計期間において、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。 

 ────────── 　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

市貝町 
遊休資産 土地 

清原工場

（栃木県宇

都宮市）

遊休資産 
機械及び

装置 

　当社は、事業の種類別に１つの

資産グループとし、遊休の固定資

産については個々の物件ごとに1つ

の資産グループとしております。

　栃木県市貝町に所有する土地は

地価が下落したため、また清原工

場の機械及び装置については、生

産が行われなくなり、将来の使用

が未定のため、これら将来使用計

画の定まっていない資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失103,608千円と

して特別損失に計上いたしました。

その内訳は土地98,690千円、機械

及び装置は4,918千円でありま

す。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については不動産

鑑定士による調査価額、機械及び

装置については売却見込額により

評価しております。

場所 用途 種類

栃木県

市貝町 
遊休資産 土地 

清原工場

（栃木県宇

都宮市）

遊休資産 
機械及び

装置 

　当社は、事業の種類別に１つの

資産グループとし、遊休の固定資

産については個々の物件ごとに1つ

の資産グループとしております。

　栃木県市貝町に所有する土地は

地価が下落したため、また清原工

場の機械及び装置については、生

産が行われなくなり、将来の使用

が未定のため、これら将来使用計

画の定まっていない資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失106,111千円と

して特別損失に計上いたしました。

その内訳は土地98,690千円、機械

及び装置7,421千円であります。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については不動産

鑑定士による調査価額、機械及び

装置については売却見込額により

評価しております。

　６．減価償却実施額 千円 千円 千円

有形固定資産 229,968

無形固定資産 9,438

有形固定資産 241,352

無形固定資産 7,621

有形固定資産 519,574

無形固定資産 17,899

（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 36,400 － － 36,400

合計 36,400 － － 36,400
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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 160,638 51,438 109,199

その他（工具
器具及び備
品）

72,272 52,711 19,561

合計 232,910 104,150 128,760

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 173,658 74,852 98,806

その他（有形
固定資産）

74,000 45,819 28,181

合計 247,658 120,671 126,987

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 160,638 62,912 97,725

その他（有形
固定資産）

68,394 37,789 30,604

合計 229,032 100,702 128,329

（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。

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 (2) 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

１年内       34,868千円

１年超        93,892千円

合計        128,760千円

１年内           38,242千円

１年超           88,744千円

合計         126,987千円

１年内           37,606千円

１年超           90,723千円

合計          128,329千円

（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。

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）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 19,295千円

減価償却費相当額 19,295千円

支払リース料   19,968千円

減価償却費相当額       19,968千円

支払リース料       39,624千円

減価償却費相当額       39,624千円

(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。

 （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。

(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。

 （減損損失について）

同左

(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。

 （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。

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。
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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  1,110円76銭

１株当たり中間純利益金額   25円28銭

１株当たり純資産額  1,170円91銭

１株当たり中間純利益金額     28円76銭

１株当たり純資産額  1,164円15銭

１株当たり当期純利益金額   66円37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。

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） 152,057 173,008 434,160

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 35,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (35,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
152,057 173,008 399,160

期中平均株式数（株） 6,014,600 6,014,600 6,014,600

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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