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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 6,218 (1.2) 155 (5.4) 196 (△0.1)

17年9月中間期 6,144 (4.9) 147 (△13.8) 196 (△14.6)

18年3月期 12,235 340 407

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 108 (16.0) 30 54

17年9月中間期 93 (△25.6) 25 95

18年3月期 224 61 55

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 3,537,920株 17年9月中間期 3,587,920株 18年3月期 3,572,441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 6,057 3,944 65.1 1,114 85

17年9月中間期 5,898 3,774 64.0 1,051 97

18年3月期 5,945 3,919 65.9 1,106 46

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 3,537,920株 17年9月中間期 3,587,920株 18年3月期 3,537,920株

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．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   12,500   410   220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　62円　18銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年3月期    20  20

19年3月期（実績）  10 － －   

19年3月期（予想） － －  10  20

（注）18年9月中間期末配当金の内訳　普通配当　10円

 

※　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５ページを参照して下さい。
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５．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 1,750,057 1,728,477 1,709,821

２．受取手形 ※3 35,266 38,664 45,396

３．売掛金 1,264,139 1,303,460 1,226,019

４．有価証券 133,198 233,054 234,959

５．たな卸資産 16,376 14,578 15,684

６．繰延税金資産 112,750 112,419 112,581

７．その他 103,696 118,307 73,366

貸倒引当金 △7,565 △3,961 △6,296

流動資産合計 3,407,919 57.8 3,545,001 58.5 3,411,532 57.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 120,122  110,771  117,454  

２．無形固定資産 23,556  23,774  20,548  

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,076,526 1,372,342 1,180,826

(2)その他 1,272,160 1,009,798 1,216,940

貸倒引当金 △1,857 △4,387 △1,784

　　計 2,346,828  2,377,753  2,395,982  

固定資産合計 2,490,508 42.2 2,512,300 41.5 2,533,984 42.6

資産合計 5,898,427 100.0 6,057,301 100.0 5,945,517 100.0
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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．買掛金 283,611 312,745 290,660

２．短期借入金 300,000 200,000 200,000

３．未払法人税等 101,524 111,300 36,391

４．未払費用 412,402 502,598 431,060

５．賞与引当金 232,825 219,523 233,145

６. 役員賞与引当金 － 2,535 －

７．その他 ※２ 236,301 302,081 262,976

流動負債合計 1,566,665 26.6 1,650,783 27.3 1,454,233 24.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 100,000 － 100,000

２．退職給付引当金 368,889 366,769 377,642

３．役員退職慰労引当金 88,484 95,510 94,009

固定負債合計 557,374 9.4 462,279 7.6 571,652 9.6

負債合計 2,124,039 36.0 2,113,063 34.9 2,025,886 34.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 374,048 6.3 － － 374,048 6.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 251,575 － 251,575

資本剰余金合計 251,575 4.3 － － 251,575 4.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 44,560 － 44,560

２．任意積立金 2,895,585 － 2,895,585

３．中間（当期）未処分
利益

164,861 － 245,594

利益剰余金合計 3,105,007 52.6 － － 3,185,739 53.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

43,758 0.7 － － 108,268 1.8

資本合計 3,774,388 64.0 － － 3,919,631 65.9

負債・資本合計 5,898,427 100.0 － － 5,945,517 100.0
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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  － － 374,048 6.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 251,575 －

資本剰余金合計  － － 251,575 4.2 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 44,560 －

(2）その他利益剰余
金

 － 3,173,397 －

別途積立金  － 2,994,592 －

繰越利益剰余金  － 178,804 －

利益剰余金合計  － － 3,217,957 53.1 － －

株主資本合計  － － 3,843,580 63.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 100,657 1.7 － －

評価・換算差額等合計  － － 100,657 1.7 － －

純資産合計  － － 3,944,238 65.1 － －

負債純資産合計  － － 6,057,301 100.0 － －
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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
（％）

売上高 6,144,153 100.0 6,218,669 100.0 12,235,836 100.0

売上原価 5,072,702 82.6 5,170,026 83.1 10,059,060 82.2

売上総利益 1,071,451 17.4 1,048,643 16.9 2,176,775 17.8

販売費及び一般管理費 924,011 15.0 893,221 14.4 1,836,110 15.0

営業利益 147,440 2.4 155,421 2.5 340,665 2.8

営業外収益 ※１ 62,827 1.0 54,066 0.9 84,041 0.7

営業外費用 ※２ 13,521 0.2 13,013 0.2 17,256 0.1

経常利益 196,747 3.2 196,474 3.2 407,450 3.3

特別利益 ※３ 15,834 0.3 24,993 0.4 22,472 0.2

特別損失
※４，
  ７

35,201 0.6 18,745 0.3 48,304 0.4

税引前中間(当期)純利益 177,379 2.9 202,722 3.3 381,618 3.1

法人税、住民税及び事業
税

84,275 94,676 91,481

法人税等調整額 ※６ － 84,275 1.4 － 94,676 1.5 65,201 156,682 1.3

中間（当期）純利益 93,103 1.5 108,046 1.7 224,936 1.8

前期繰越利益 71,758 － 71,758

自己株式償却額 － － 51,100

中間(当期)未処分利益 164,861 － 245,594

    

－ 5 －



  (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
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

資本準備金 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）
374,048 251,575 44,560 2,895,585 245,594 3,185,739 3,811,362 108,268 3,919,631

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）     △70,758 △70,758 △70,758  △70,758

役員賞与（千円）     △5,070 △5,070 △5,070  △5,070

別途積立金（千円）    99,007 △99,007 － －  －

中間純利益（千円）     108,046 108,046 108,046  108,046

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）

     － － △7,610 △7,610

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 99,007 △66,790 32,217 32,217 △7,610 24,606

平成18年9月30日　残高

（千円）
374,048 251,575 44,560 2,994,592 178,804 3,217,957 3,843,580 100,657 3,944,238
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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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

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、原材料、及び貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）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（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

りであります。

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

 

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

 

建物及び構築物 10年～47年

機械装置及び車輌

運搬具
3年～15年

工具器具備品 4年～6年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。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)に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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

おります。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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)役員賞与引当金 

 ――――

(3)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

2,535千円減少しております。

(3)役員賞与引当金 

―――― 

(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。

　数理計算上の差異はその発生時

の翌事業年度に全額費用処理する

こととしております。

(4）退職給付引当金

同左

(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、

計上しております。

　数理計算上の差異はその発生時

の翌事業年度に全額費用処理する

こととしております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給額を計上

しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職に備えるため、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

　金利スワップについて特例処理

の条件を充たしているので、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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしている

ため、有効性の評価を省略してお

ります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

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)

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）消費税等の処理方法

　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。

(1）消費税等の処理方法

同左

(1）消費税等の処理方法

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。

これにより税引前中間純利益は34,964

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。

 

 ──────

 (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

れにより税引前中間純利益は34,964千

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。

 ──────  (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合計に相当する金

額は3,944,238千円であります。

　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）

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

70,941千円 50,851千円 71,186千円

※２ 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」

に含めて表示しております。

※２　　　　────

　

 

※２　　　　────

※３　　　──── ※３　中間期末日満期手形

中間期末日の満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。 なお、当中間会計末日は

金融機関の休日であったため、次の

中間期期末満期手形が中間期末残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　　3,141千円

※３　　　　────

－ 11 －



（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なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 708千円

受取配当金 13,625千円

有価証券利息 5,905千円

保険配当金 25,232千円

受取利息 1,013千円

受取配当金 15,623千円

有価証券利息 6,590千円

保険配当金 22,198千円

受取利息 1,789千円

受取配当金 23,528千円

有価証券利息 17,035千円

保険配当金 25,678千円

※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 3,705千円

障害者雇用納付金 9,600千円

支払利息 1,836千円

障害者雇用納付金 10,600千円

支払利息 6,452千円

障害者雇用納付金 9,600千円

※３ 特別利益のうち主なもの ※３ 特別利益のうち主なもの ※３ 特別利益のうち主なもの

投資有価証券売却

益

11,152千円

過年度役員退職慰

労引当金取崩額

11,000千円

役員退職慰労引当

金戻入益 

　　

15,834千円 投資有価証券売却

益

　　

24,811千円

※４ 特別損失のうち主なもの ※４ 特別損失のうち主なもの ※４ 特別損失のうち主なもの

減損損失 34,964千円 事業所閉鎖損失 18,619千円 減損損失 34,964千円

損害賠償金 9,500千円

子会社整理損 2,927千円

　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 2,718千円

無形固定資産 3,401千円

有形固定資産 2,138千円

無形固定資産 3,188千円

有形固定資産 5,684千円

無形固定資産 6,589千円

※６ 当中間会計期間における税金費

用については、簡便法による税効果会

計を適用しているため、法人税等調整

額は「法人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。

※６

同左

※６　　　　─────
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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)

※ ７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

計上しております。

 (減損損失を認識した資産の概要)

場所 用途 種類

福島県岩瀬郡 遊休 土地

 

 

(グルーピングの方法)

　当社は原則として管理会計上の区分を

基準にグルーピングを行い、遊休資産に

ついては、各物件単位でグルーピングし

ております。

(減損損失を認識するに至った経緯)

　遊休資産の土地の価額が下落している

ことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額(34,964千円)を特

別損失に計上しております。

 (減損損失の金額)

 土地　　34,964千円

(回収可能価額の算定方法)

  回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、信託銀行の調査による不動

産鑑定評価額に基づいて評価しておりま

す。

 ※７　　　　────　　 ※ ７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

しております。

 (減損損失を認識した資産の概要)

場所 用途 種類

福島県岩瀬郡 遊休 土地

 

 

(グルーピングの方法)

　当社は原則として管理会計上の区分を

基準にグルーピングを行い、遊休資産に

ついては、各物件単位でグルーピングし

ております。

(減損損失を認識するに至った経緯)

　遊休資産の土地の価額が下落している

ことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額(34,964千円)を特

別損失に計上しております。

 (減損損失の金額)

 土地　　34,964千円

(回収可能価額の算定方法)

  回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、信託銀行の調査による不動

産鑑定評価額に基づいて評価しておりま

す。
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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)

　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)

建物附属 5,348 2,317 3,030

車両運搬具 6,544 2,502 4,041

工具器具備品 140,188 52,301 87,887

ソフトウェア 3,000 1,150 1,850

合計 155,080 58,271 96,809

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)

建物附属 5,348 3,387 1,960

車両運搬具 7,441 2,213 5,228

工具器具備品 144,143 80,863 63,280

ソフトウェア 3,000 1,750 1,250

合計 159,933 88,213 71,720

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)

建物附属 5,348 2,852 2,495

車輌運搬具 6,544 3,156 3,387

工具器具備品 144,510 66,674 77,836

ソフトウェア 3,000 1,450 1,550

合計 159,402 74,133 85,269

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

一年以内 30,782千円

一年超 69,900千円

　合計 100,683千円

一年以内 32,827千円

一年超 42,618千円

　合計 75,445千円

一年以内 32,311千円

一年超 56,907千円

　合計 89,218千円

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 16,757千円

減価償却費相当額 15,321千円

支払利息相当額 1,663千円

支払リース料 17,462千円

減価償却費相当額 16,039千円

支払利息相当額 1,335千円

支払リース料 34,091千円

減価償却費相当額 31,178千円

支払利息相当額 3,210千円

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

 (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、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。
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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）

　当社は平成17年12月8日開催の臨時取

締役会において、商法第211条ノ3第１

項第2号の規定に基づき、自己株式を取

得すること及びその具体的な取得方法

を決議し、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

　　　　　　　　50,000株　（上限）

　　③取得価格の総額

　　　　　　　　55百万円　（上限）

　　④取得方法

　　　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。

（2）取得日　

　　 平成17年12月9日

（3）その他

     上記固定価格取引による自己株

　　 式取得の結果、当社普通株式

　　 50,000株（取得価格51.1百万 

     円）を取得しました。

 ────── 1.子会社設立

　当社は、平成18年3月14日開催の臨時

取締役会において、子会社の新設につ

いて決議し、このたび、下記の通り設

立手続が完了いたしました。

(１)名称　三幸ビルソリューション株

式会社　　

(２)住所　東京都渋谷区千駄ヶ谷

(３)目的　清掃ロボットの導入を意図

した大規模施設の清掃業務

に関する基盤強化　

(４)代表者氏名　代表取締役大倉慎一

(５)資本の額　　50百万円

(６)事業の内容　大規模施設における

清掃業務請負等

(７)設立年月日　平成18年4月3日

(８)持分比率　　100％

２．子会社三幸ビルソリューション株式

会社の富士重工業株式会社との業務提携

に伴う当該子会社株式の譲渡

　平成１８年４月３日に設立した子会社

三幸ビルソリューション株式会社につい

ては、清掃ロボットの導入を意図した大

規模施設の清掃業務に関する業務基盤を

強化するため、平成１８年５月９日開催

の当社臨時取締役会にて清掃ロボットの

分野で先駆的立場にある富士重工業株式

会社と業務提携・資本提携を行うことを

決議しました。

  これにより当社は、三幸ビルソリュー

ション株式会社の株式の15％を、富士重

工業株式会社へ譲渡することとしました。

(1)提携先　富士重工業株式会社の概要

①　商号　富士重工業株式会社

②　代表者氏名　代表取締役　竹中恭二

③　本店所在地　東京都新宿区西新宿

④　設立年月日　昭和28年7月15日

⑤　主な事業目的　自動車・産業機器等

　　　　　　　の生産・販売

⑥　決算期　3月31日

⑦　資本金の額　153,795百万円

⑧　最近の業績動向(平成17年3月期）

　　総資産　  938,003百万円

    売上高  　949,511百万円

    純利益　　  2,503百万円
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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）

（2）富士重工業株式会社に譲渡する株 

     式の内容

①　株式引渡し時期　平成18年5月23日

②　売却する株式の数　150株

③　売却価額：7,500千円

④　売却損益　売却損益は発生しません

⑤　売却後の持分比率　85.0%
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