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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 11,105 ( 15.8) 393 ( 77.5) 414 ( 41.3)

17年９月中間期 9,587 ( 19.0) 221 (102.7) 293 ( 79.2)

18年３月期 20,805 586 718

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 224 ( 45.2) 40 12

17年９月中間期 154 (144.1) 27 62

18年３月期 402 67 61

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,585,555株 17年９月中間期 5,586,180株 18年３月期 5,586,157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 11,616 3,180 27.4 569 45

17年９月中間期 11,098 2,766 24.9 495 32

18年３月期 12,601 3,181 25.2 565 08

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,585,080株 17年９月中間期 5,586,180株 18年３月期 5,585,680株

②期末自己株式数 18年９月中間期 572,920株 17年９月中間期 571,820株 18年３月期 572,320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 21,100  750  390  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　69円83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 － 10.00 10.00

19年３月期（実績） － －
10.00

19年３月期（予想） － 10.00

※　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６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 1,668,406 1,920,814 1,702,632

２．受取手形 ※４ 1,826,372 2,033,194 2,213,217

３．売掛金  4,015,174 4,125,555 4,693,724

４．たな卸資産 99,408 78,269 104,585

５．繰延税金資産 66,034 73,238 89,141

６．その他 ※３ 260,076 100,211 341,225

貸倒引当金 △14,320 △16,400 △13,290

流動資産合計 7,921,153 71.4 8,314,883 71.6 9,131,235 72.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※１ 724,815 724,815 724,815

(2）その他 ※1,2 179,508 286,472 184,767

有形固定資産合計 904,323 8.2 1,011,288 8.7 909,583 7.2

２．無形固定資産 5,454 0.0 5,454 0.0 5,454 0.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 1,054,575 1,071,141 1,339,245

(2）投資土地 ※１ 830,074 830,074 830,074

(3）その他 ※１ 494,765 493,592 495,928

貸倒引当金 △91,440 △89,790 △89,550

投資損失引当金 △20,000 △20,000 △20,000

投資その他の資産
合計

2,267,976 20.4 2,285,018 19.7 2,555,699 20.3

固定資産合計 3,177,754 28.6 3,301,760 28.4 3,470,736 27.5

資産合計 11,098,907 100.0 11,616,644 100.0 12,601,972 100.0
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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 ※1,4 3,139,662 3,520,833 3,313,071

２．買掛金 ※１ 2,471,262 2,514,302 3,318,306

３．短期借入金 ※１ 1,206,392 965,244 1,060,726

４．未払法人税等 143,112 169,644 284,061

５．賞与引当金 115,105 132,000 134,386

６. 役員賞与引当金 － 12,500 －

７．その他 294,738 138,084 206,905

流動負債合計 7,370,272 66.4 7,452,607 64.1 8,317,455 66.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 102,876 109,620 129,148

２．再評価に係る繰延税
金負債

410,042 410,042 410,042

３．役員退職給与引当金 150,836 164,043 156,006

４．繰延税金負債 144,190 148,151 256,672

５．その他 153,768 151,745 151,304

固定負債合計 961,714 8.7 983,603 8.5 1,103,174 8.8

負債合計 8,331,987 75.1 8,436,211 72.6 9,420,630 74.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 397,500 3.6 － － 397,500 3.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 280,300 － 280,300

資本剰余金合計 280,300 2.5 － － 280,300 2.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 99,375 － 99,375

２．任意積立金 950,000 － 950,000

３．中間（当期）未処分
利益

493,811 － 742,162

利益剰余金合計 1,543,186 13.9 － － 1,791,537 14.2

Ⅳ　土地再評価差額金 343,955 3.1 － － 343,955 2.7

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

316,405 2.8 － － 482,800 3.8

Ⅵ　自己株式 △114,426 △1.0 － － △114,750 △0.9

資本合計 2,766,920 24.9 － － 3,181,342 25.2

負債資本合計 11,098,907 100.0 － － 12,601,972 100.0
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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  － － 397,500 3.4 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 280,300 －

資本剰余金合計  － － 280,300 2.4 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 99,375 －

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 950,000 －

繰越利益剰余金  － 885,413 －

利益剰余金合計  － － 1,934,788 16.7 － －

４．自己株式  － － △115,110 △1.0 － －

株主資本合計  － － 2,497,478 21.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 321,161 2.8 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － 17,837 0.1 － －

３．土地再評価差額金  － － 343,955 3.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 682,954 5.9 － －

純資産合計  － － 3,180,433 27.4 － －

負債純資産合計  － － 11,616,644 100.0 － －
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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 9,587,610 100.0 11,105,237 100.0 20,805,857 100.0

Ⅱ　売上原価 8,642,274 90.1 9,921,343 89.3 18,718,115 90.0

売上総利益 945,336 9.9 1,183,893 10.7 2,087,741 10.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 723,918 7.6 790,848 7.2 1,500,791 7.2

営業利益 221,418 2.3 393,044 3.5 586,950 2.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 109,048 1.1 76,130 0.7 220,253 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 36,871 0.3 54,415 0.5 88,259 0.4

経常利益 293,595 3.1 414,759 3.7 718,944 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 16,680 0.1 － － 18,594 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ － － 15,360 0.1 3,848 0.0

税引前中間(当期)
純利益

310,275 3.2 399,399 3.6 733,690 3.5

法人税、住民税及
び事業税

140,149 169,213 337,420

還付法人税等 △2,620 － －

法人税等調整額 18,441 155,969 1.6 6,078 175,291 1.6 △6,386 331,033 1.6

中間(当期)純利益 154,306 1.6 224,108 2.0 402,657 1.9

前期繰越利益 339,504 － 339,504

中間（当期）未処
分利益

493,811 － 742,162
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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）
397,500 280,300 280,300 99,375 950,000 742,162 1,791,537 △114,750 2,354,586

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） (注)      △55,856 △55,856  △55,856

役員賞与（千円） 　 （注)      △25,000 △25,000  △25,000

中間純利益（千円）      224,108 224,108  224,108

自己株式の取得（千円）        △360 △360

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 143,251 143,251 △360 142,891

平成18年９月30日　残高

（千円）
397,500 280,300 280,300 99,375 950,000 885,413 1,934,788 △115,110 2,497,478

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益 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）
482,800 － 343,955 826,755 3,181,342

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）  (注)     △55,856

役員賞与（千円） 　  （注)     △25,000

中間純利益（千円）     224,108

自己株式の取得（千円）     △360

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△161,638 17,837  △143,800 △143,800

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△161,638 17,837 － △143,800 △909

平成18年９月30日　残高

（千円）
321,161 17,837 343,955 682,954 3,180,433

 （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

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）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

定率法

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(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(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、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）長期前払費用

定額法

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(2）　　　─────

 

(2）長期前払費用

定額法

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(3）投資建物等

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(3）投資建物等

定率法

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(3）投資建物等

同左

 

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

子会社に対する投資により発生

の見込まれる損失に備えるため、

当該子会社の資産内容等を勘案

して、損失見込額を計上してお

ります。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

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）賞与引当金

従業員賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

同左

(4）　　　───── (4）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、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12,500千円減少しております。

(4）　　　─────

(5）役員退職給与引当金

役員に対する退職慰労金の支出

に備えて、支給内規に基づく金

額を役員退職給与引当金として

計上しております。

(5）役員退職給与引当金

同左

(5）役員退職給与引当金

同左

４．外貨建の資産及び負債の

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、期末日の直

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約、

通貨オプション及び通貨スワッ

プについては振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を、

金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

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）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

為替予約、通貨オプション、

通貨スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……

同左

ヘッジ対象……

外貨建売掛金

外貨建予定取引

ヘッジ対象……

同左

ヘッジ対象……

同左

ｂ．ヘッジ手段……

金利スワップ

ｂ．ヘッジ手段……

同左

ｂ．ヘッジ手段……

同左

ヘッジ対象……

借入金の利息

ヘッジ対象……

同左

ヘッジ対象……

同左

予定取引は、取引予定時期、取

引予定物件、取引予定量及び取

引予定価格等の主要な取引条件

が合理的に予測可能であり、か

つ、それが実行される可能性が

極めて高い取引について、ヘッ

ジ対象として認識しております。

同左 同左

(3）ヘッジ方針

主として為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジしており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。

ただし、特例処理によっている

金利スワップについては有効性

の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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

を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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

3,162,595千円であります。

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）

※１．担保資産

現金及び預金      5,000千円      5,000千円 5,000千円

建物        112,583千円        ― 千円        ― 千円

構築物    641千円        ― 千円        ― 千円

土地        654,108千円        ― 千円        ― 千円

投資有価証券       113,820千円        116,500千円 175,380千円

投資土地        787,862千円        ― 千円        ― 千円

その他

(投資建物等)

      58,993千円

(58,993千円)

       ― 千円

     　　（   ― 千円)

       ― 千円

     　　（   ― 千円)

上記に対応する債務額

支払手形       169,402千円 53,027千円 71,144千円

買掛金        561,910千円               607,987千円 425,049千円

短期借入金          1,000,000千円        ― 千円        ― 千円

長期借入金        200,732千円        ― 千円        ― 千円

（１年内返済予定

長期借入金を含む）

 

※２．有形固定資産

減価償却累計額        409,412千円 382,650千円               377,685千円

※３．消費税等の表示方法 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、仮払消費税等として計上

しております。

当中間期における仮払消費税等は

36,243千円であり流動資産の「その

他」に含んでおります。

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、仮払消費税等として計上

しております。

当中間期における仮払消費税等は

10,049千円であり流動資産の「その

他」に含んでおります。

─────

※４．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、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の金額は次の

とおりであります。

　　　受取手形　　　105,963千円

　　　　　

　　　支払手形　　1,058,271千円

　　　　─────

（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．営業外収益のうち主要

なもの

受取利息      1,876千円             1,024千円           3,131千円

受取賃貸料       47,313千円             51,310千円             94,838千円

為替差益       37,521千円       ― 千円            46,573千円

※２．営業外費用のうち主要

なもの

支払利息       9,311千円  8,482千円             18,575千円

不動産賃貸費用       17,960千円             18,353千円             46,131千円

※３．特別利益のうち主要な

もの

貸倒引当金戻入益 1,950千円       ― 千円      3,863千円

投資有価証券売却益      14,730千円       ― 千円           14,730千円

※４．特別損失のうち主要な

もの

固定資産除却損      ― 千円       15,360千円   3,848千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産      5,185千円           5,062千円             10,493千円
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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（注） 572,320 600 － 572,920

合計 572,320 600 － 572,920

 　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

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）

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)

有形固
定資産
その他

37,506 22,809 14,697

合計 37,506 22,809 14,697

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)

有形固
定資産
その他

13,583 3,698 9,885

合計 13,583 3,698 9,885

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)

有形固
定資産
その他

33,502 21,718 11,784

合計 33,502 21,718 11,784

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      4,986千円

１年超   10,387千円

合計   15,374千円

１年内     1,800千円

１年超     8,587千円

合計 10,387千円

１年内 2,806千円

１年超 9,495千円

合計 12,301千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,278千円

減価償却費相当額 2,908千円

支払利息相当額 262千円

支払リース料 2,151千円

減価償却費相当額 1,898千円

支払利息相当額 237千円

支払リース料 6,623千円

減価償却費相当額 5,821千円

支払利息相当額 535千円

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

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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 495円32銭

１株当たり中間純利益

金額
27円62銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

１株当たり純資産額 569円45銭

１株当たり中間純利益

金額
 40円12銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

１株当たり純資産額 565円08銭

１株当たり当期純利益

金額
67円61銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

同左 同左

（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） 154,306 224,108 402,657

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,000

（うち利益処分による役員賞与金） ( － ) ( － ) (25,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
154,306 224,108 377,657

期中平均株式数（株） 5,586,180 5,585,555 5,586,157

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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