
平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要
平成１８年１１月２１日

会社名 株式会社菱友システムズ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ４６８５ 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.ryoyu.co.jp)

代表者 役職名 取締役社長

 氏名 平﨑　雅康

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員企画経理部長   

 氏名 中原　健二 ＴＥＬ （０３）５４２１－５８１１

中間決算取締役会開催日 平成１８年１１月２１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．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は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 11,542 (  0.3) 247 (△55.4) 246 (△55.6)

17年9月中間期 11,503 (  0.8) 554 ( 37.8) 554 ( 36.9)

18年3月期 23,935  1,046  1,049  

 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 145 (△38.9) 22 97

17年9月中間期 238 ( 36.4) 37 56

18年3月期 537  84 65

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,352,572株 17年9月中間期 6,353,657株 18年3月期 6,353,434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  

 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 9,524 2,965 31.1 466 84

17年9月中間期 9,711 2,753 28.4 433 37

18年3月期 10,123 2,892 28.6 455 29

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 6,352,370株 17年9月中間期 6,353,580株 18年3月期 6,352,870株

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 2,630株 17年9月中間期 1,420株 18年3月期 2,130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 24,500 1,050 600 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 94円45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 0.00 10.00 10.00

19年3月期（実績） 0.00 －
10.00

19年3月期（予想） － 10.00

※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、今後様々な

要因によって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４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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 425,995 35,720 875,051

２．受取手形 (注３) 68,919 31,411 64,565

３．売掛金 4,387,240 5,101,757 4,917,051

４．たな卸資産 1,011,507 573,877 497,924

５．繰延税金資産 563,393 593,068 601,485

６．その他流動資産 78,896 87,088 66,538

７．貸倒引当金 △12,000 △35,000 △35,000

流動資産合計 6,523,953 67.2 6,387,925 67.1 6,987,617 69.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産
(注
1,2)

(1）建物 717,972 702,677 716,203

(2）土地 733,171 733,171 733,171

(3）その他有形固定
資産

88,498 105,231 120,506

有形固定資産合計 1,539,642 15.8 1,541,080 16.2 1,569,881 15.5

２．無形固定資産 124,029 1.3 94,511 1.0 111,277 1.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 84,894 91,821 103,823

(2）繰延税金資産 883,757 986,071 920,952

(3）再評価に係る繰
延税金資産

173,805 － －

(4）その他投資 385,848 501,782 516,770

(5）貸倒引当金 △4,824 △78,412 △87,220

投資その他の資産
合計

1,523,482 15.7 1,501,261 15.7 1,454,326 14.4

固定資産合計 3,187,154 32.8 3,136,853 32.9 3,135,485 31.0

資産合計 9,711,107 100.0 9,524,778 100.0 10,123,103 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 1,177,557 1,114,890 1,602,035

２．短期借入金 － 100,000 －

３．１年以内返済予定
長期借入金

(注２) 723,220 － 300,000

４．未払費用 1,625,434 1,761,404 1,659,110

５．未払法人税等 266,713 160,128 328,833

６．その他流動負債 (注４) 335,118 388,812 410,574

流動負債合計 4,128,043 42.5 3,525,235 37.0 4,300,553 42.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 (注２) 600,000 600,000 600,000

２．再評価に係る繰延
税金負債

 － 575 575

３．退職給付引当金 2,189,537 2,387,360 2,285,082

４．役員退職慰労引当金 40,091 46,081 44,506

固定負債合計 2,829,628 29.1 3,034,017 31.9 2,930,164 28.9

負債合計 6,957,672 71.6 6,559,252 68.9 7,230,718 71.4
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 685,927 7.1 － － 685,927 6.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 250,015 － 250,015

資本剰余金合計 250,015 2.6 － － 250,015 2.5

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 26,500 － 26,500

２．任意積立金    

(1）別途積立金 1,600,000  －  1,600,000  

３．中間（当期）未処
分利益

413,238 － 712,431

利益剰余金合計 2,039,738 21.0 － － 2,338,931 23.1

Ⅳ　土地再評価差額金 △253,339 △2.6 － － △427,720 △4.2

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

31,825 0.3 － － 46,800 0.4

Ⅵ　自己株式 △731 △0.0 － － △1,569 △0.0

資本合計 2,753,435 28.4 － － 2,892,384 28.6

負債・資本合計 9,711,107 100.0 － － 10,123,103 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  － － 685,927 7.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 250,015 －

資本剰余金合計  － － 250,015 2.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 26,500 －

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 2,100,000 －

繰越利益剰余金  － 294,816 －

利益剰余金合計  － － 2,421,316 25.4 － －

４．自己株式  － － △2,009 △0.0 － －

株主資本合計  － － 3,355,248 35.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 37,997 0.4 － －

２．土地再評価差額金  － － △427,720 △4.5 － －

評価・換算差額等合
計

 － － △389,722 △4.1 － －

純資産合計  － － 2,965,525 31.1 － －

負債純資産合計  － － 9,524,778 100.0 － －
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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 11,503,548 100.0 11,542,947 100.0 23,935,384 100.0

Ⅱ　売上原価 (注１) 9,448,583 82.1 9,783,733 84.8 19,808,010 82.8

売上総利益 2,054,965 17.9 1,759,214 15.2 4,127,373 17.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

(注１) 1,500,300 13.0 1,511,697 13.1 3,080,502 12.9

営業利益 554,664 4.8 247,516 2.1 1,046,871 4.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 28 33 47

２．受取配当金 9,140 8,483 9,302

３．貸倒引当金戻入益 1,900 － －

４．その他営業外収益 381 11,449 0.1 1,004 9,520 0.1 22,952 32,302 0.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 10,231 5,595 19,065

２．投資有価証券評価
損

－ 4,999 －

３．その他営業外費用 987 11,219 0.1 196 10,792 0.1 10,454 29,520 0.1

経常利益 554,895 4.8 246,245 2.1 1,049,653 4.4

Ⅵ　特別損失

１．減損損失 (注２) 151,751 151,751 1.3 － － － 151,751 151,751 0.6

税引前中間（当
期）純利益

403,143 3.5 246,245 2.1 897,901 3.8

法人税、住民税及
び事業税

198,000 150,994 479,126

法人税等調整額 △33,500 164,499 1.4 △50,662 100,332 0.9 △119,061 360,065 1.5

中間（当期）純利
益

238,643 2.1 145,913 1.3 537,836 2.2

前期繰越利益 115,550 － 115,550

土地再評価差額金
取崩額

59,044 － 59,044

中間（当期）未処
分利益

413,238 － 712,431
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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）
685,927 250,015 250,015 26,500 1,600,000 712,431 2,338,931 △1,569 3,273,304

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）     500,000 △500,000 －  －

剰余金の配当（注）      △63,528 △63,528  △63,528

中間純利益      145,913 145,913  145,913

自己株式の取得        △440 △440

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）
－ － － － 500,000 △417,615 82,384 △440 81,944

平成18年９月30日　残高

（千円）
685,927 250,015 250,015 26,500 2,100,000 294,816 2,421,316 △2,009 3,355,248

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 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
46,800 △427,720 △380,920 2,892,384

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）     

剰余金の配当（注）    △63,528

中間純利益    145,913

自己株式の取得    △440

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△8,802  △8,802 △8,802

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△8,802 － △8,802 73,141

平成18年９月30日　残高

（千円）
37,997 △427,720 △389,722 2,965,525

 （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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

(イ）子会社株式及び関連会社株

式

(イ）子会社株式及び関連会社株

式

(イ）子会社株式及び関連会社株

式

総平均法による原価法 同左 同左

(ロ）その他有価証券 (ロ）その他有価証券 (ロ）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、売却原価は総平均法に

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、売却原価は総平均法

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、

売却原価は総平均法により

算定）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

総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

(イ）商品 (イ）商品 (イ）商品

個別法による原価法 同左 同左

(ロ）仕掛品 (ロ）仕掛品 (ロ）仕掛品

個別法による原価法 同左 同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）について

は定額法、建物以外については定

率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　３～48年

同左 同左

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

定額法

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、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、販売可能な有効期間（３

年以内）における見込販売収益に

基づく償却額と残存有効期間に基

づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却する方法を採

用しております。

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

金銭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。

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）

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当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。数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（17年～19.4年）による

定額法により、それぞれ発生の翌

期から費用処理することとしてお

ります。退職給付制度の一部変更

により発生した過去勤務債務は、

その発生時における従業員の平均

残存勤務期間（19.4年）による定

額法により、制度の改定日から費

用処理しております。

従業員の退職給付に備えるため、

当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。数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（16年～19.4年）による

定額法により、それぞれ発生の翌

期から費用処理することとしてお

ります。退職給付制度の一部変更

により発生した過去勤務債務は、

その発生時における従業員の平均

残存勤務期間（19.4年）による定

額法により、制度の改定日から費

用処理しております。

従業員の退職給付に備えるため、

当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計上し

ております。

数理計算上の差異は、その発生時

における従業員の平均残存勤務期

間（16年～19.4年）による定額法

により、それぞれ発生の翌期から

費用処理することとしております。

退職給付制度の一部変更により発

生した過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間（19.4年）による定額法によ

り、制度の改定日から費用処理し

ております。

(3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退任に伴う役

員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当中間会計期間末要

支給額を計上しております。

同左 取締役及び監査役の退任に伴う役

員退職慰労金の支出に備えるため、

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．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

金利スワップの特例処理により支

払利息に加減して処理しておりま

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

金利スワップにより借入金利の変

動リスクをヘッジしております。

同左 同左

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

金利の変動によるリスクの回避を

目的として、信用リスクを極力回

避するため信用力の高い金融機関

とのみ取引を行っております。

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

金利スワップの特例処理の条件に

該当のため実施しておりません。

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）

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

(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。

(2）固定資産の減損に係る会計基

準

（会計方針の変更）

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151,751千円減少して

おります。

(1）消費税等の会計処理

同左

 

(2）　　　─────―

(1）消費税等の会計処理

同左

 

(2）固定資産の減損に係る会計基

準 

（会計方針の変更）

当期から、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151,751千円減少しておりま

す。

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）

────── （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

2,965,525千円であります。

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）

（中間損益計算書）

「受取配当金」は、前中間会計期間は営業外収益の「その他営業外収

益」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間において、営業

外収益の総額の100分の10以上となりましたので区分掲記しておりま

す。

なお、前中間会計期間の「受取配当金」の金額は1,056千円でありま

す。

（中間損益計算書）

前中間会計期間まで区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入益」

（当中間会計期間は900千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下

となったため、営業外収益の「その他営業外収益」に含めて表示する

こととしたました。
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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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

（注１）有形固定資産の減価償却累計額 （注１）有形固定資産の減価償却累計額 （注１）有形固定資産の減価償却累計額

613,209千円 651,222千円 616,836千円

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）        ─────― （注２）担保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

建物 99,544千円

土地 102,291

計 201,835

建物 98,167千円

土地 102,291

計 200,458

(2）担保が付されている債務 (2）担保が付されている債務

長期借入金 500,000千円

（１年以内に返済

予定の長期借入金

を含む）

一年以内返済予定

長期借入金

200,000千円

（注３）        ─────― （注３）中間会計期間末日満期手形

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           7,901千円

（注３）        ─────―

（注４）消費税等の取扱い （注４）消費税等の取扱い （注４）        ─────―

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「その他流動

負債」に含めて表示しております。

同左

（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）

（注１）減価償却実施額 （注１）減価償却実施額 （注１）減価償却実施額

有形固定資産 31,961千円

無形固定資産 18,690

有形固定資産 37,064千円

無形固定資産 19,800

有形固定資産 70,559千円

無形固定資産 38,536

（注２）減損損失

　当社は支社・営業所単位をグルーピングの

基礎とし、遊休資産については上記グループ

から区別してグルーピングを行っておりま

す。

　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ております。

場所 用途 種類

 富山県富山市  遊休資産  土地

（注２）        ─────― （注２）減損損失

　当社は支社・営業所単位をグルーピングの

基礎とし、遊休資産については上記グループ

から区別してグルーピングを行っておりま

す。

　当期において、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

 富山県富山市  遊休資産  土地

　当該資産は現在遊休状態であり、また将来

の用途が定まっていないため、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（151,751千円）として特別損失に計上しま

した。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定し、固定資産税評価額を合理

的に調整した価格に基づき評価しております。

　当該資産は現在遊休状態であり、また将来

の用途が定まっていないため、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（151,751千円）として特別損失に計上しま

した。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定し、固定資産税評価額を合理

的に調整した価格に基づき評価しております。
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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 2,130 500 － 2,630

合計 2,130 500 － 2,630

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加500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

１．借主側

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、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）

工具器具
及び備品

2,543,997 1,598,235 945,761

無形固定
資産

31,536 6,213 25,322

合計 2,575,534 1,604,449 971,084

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
及び備品

1,878,714 1,225,573 653,140

無形固定
資産

39,771 13,755 26,015

合計 1,918,485 1,239,329 679,155

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
及び備品

2,144,403 1,270,691 873,711

無形固定
資産

39,771 9,778 29,992

合計 2,184,174 1,280,470 903,703

(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 483,560千円

１年超 521,488

合計 1,005,048

１年内 330,599千円

１年超 377,732

合計 708,332

１年内 432,798千円

１年超 505,617

合計 938,415

(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 320,707千円

減価償却費相当額 299,858

支払利息相当額 10,952

支払リース料 259,337千円

減価償却費相当額 245,767

支払利息相当額 8,033

支払リース料 602,669千円

減価償却費相当額 573,142

支払利息相当額 20,281

(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

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 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
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２．貸主側

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、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
及び備品

2,267,333 1,375,336 891,997

無形固定
資産

31,536 6,213 25,322

合計 2,298,869 1,381,549 917,319

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
及び備品

1,463,188 862,727 600,461

無形固定
資産

98,536 29,426 69,110

合計 1,561,725 892,153 669,571

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
及び備品

1,830,407 1,031,694 798,712

無形固定
資産

98,536 19,573 78,963

合計 1,928,943 1,051,267 877,676

(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 429,508千円

１年超 519,744

合計 949,253

１年内 310,371千円

１年超 384,025

合計 694,396

１年内 405,773千円

１年超 505,510

合計 911,284

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び

受取利息相当額

受取リース料 284,717千円

減価償却費相当額 265,552

受取利息相当額 10,079

受取リース料 209,143千円

減価償却費相当額 197,397

受取利息相当額 7,639

受取リース料 537,828千円

減価償却費相当額 485,339

受取利息相当額 19,077

(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

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 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

（注）当該ファイナンス・リース取引は、全て

セール・アンド・リースバック転貸契約に

よるものであります。

（注）　　　  　　　同左 （注）　　  　　　　同左
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②　有価証券

　前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末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 433円37銭

１株当たり中間純利益 37円56銭

１株当たり純資産額 466円84銭

１株当たり中間純利益 22円97銭

１株当たり純資産額 455円29銭

１株当たり当期純利益 84円65銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、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） 238,643 145,913 537,836

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）
238,643 145,913 537,836

期中平均株式数（株） 6,353,657 6,352,572 6,353,434

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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