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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満の端数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 5,225 ( 28.9) △27 (　-　) △20 (　-　)

17年9月中間期 4,054 ( 9.1) △179 (　-　) △131 (　-　)

18年3月期 8,848  △424  △346  

 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 12 (△96.5) 0 36

17年9月中間期 352 (　-　) 12 16

18年3月期 1,003  33 18

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 34,456,334株 17年9月中間期 28,970,587株 18年3月期 30,247,075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  

 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 12,377 9,234 74.6 268 05

17年9月中間期 11,606 8,287 71.4 286 14

18年3月期 12,781 9,461 74.0 274 57

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 34,450,604株17年9月中間期 28,964,659株 18年3月期 34,459,664株

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 89,396株17年9月中間期 75,341株 18年3月期 80,336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 10,500  120  120  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 　3円48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 － 3.0 3.0

19年３月期（実績） － －
2.0

19年３月期（予想） － 2.0

※　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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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 ※２ 1,767,973 2,440,608 3,306,579

２．受取手形 ※６ 436,574 717,393 548,441

３．売掛金 1,677,288 2,588,730 2,259,423

４．たな卸資産 1,039,567 1,084,583 1,069,858

５．その他 ※４ 90,795 135,273 141,134

　　貸倒引当金 △6,600 △1,100 △1,000

流動資産合計 5,005,600 43.1 6,965,489 56.3 7,324,437 57.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※2,3 2,032,066 1,857,743 1,910,132

(2）土地 ※2,3 1,992,007 1,899,562 1,899,562

(3）建設仮勘定 88,198 25,109 21,679

(4）その他 ※３ 270,521 337,119 375,784

有形固定資産合計 4,382,793 37.8 4,119,533 33.3 4,207,158 32.9

２．無形固定資産 94,002 0.8 100,632 0.8 106,370 0.8

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 1,889,819 1,157,062 1,113,365

(2）その他 390,165 47,517 42,650

　　貸倒引当金 △11,901 △12,679 △12,728

　　投資損失引当金 △144,317 － －

投資その他の資産
合計

2,123,766 18.3 1,191,900 9.6 1,143,287 9.0

固定資産合計 6,600,562 56.9 5,412,065 43.7 5,456,816 42.7

資産合計 11,606,163 100.0 12,377,555 100.0 12,781,254 100.0
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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 1,118,016 1,629,790 1,488,806

２．買掛金 823,505 755,866 841,792

３．短期借入金 ※２ 50,000 － －

４．一年内返済予定長
期借入金

※２ 186,400 － －

５．未払法人税等 19,514 16,493 18,339

６．賞与引当金 82,221 80,550 87,592

７．その他  462,259 354,166 507,647

流動負債合計 2,741,918 23.6 2,836,867 22.9 2,944,179 23.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 124,000 － －

２．その他 452,353 306,085 375,587

固定負債合計 576,353 5.0 306,085 2.5 375,587 3.0

負債合計 3,318,271 28.6 3,142,952 25.4 3,319,766 26.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,000,000 60.3 － － 7,572,000 59.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 － － 572,000

２．その他資本剰余金 36,076 － 36,076

資本剰余金合計 36,076 0.3 － － 608,076 4.7

Ⅲ　利益剰余金

１．中間(当期）未処分
利益

352,306 － 1,003,742

利益剰余金合計 352,306 3.1 － － 1,003,742 7.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

908,968 7.8 － － 288,236 2.3

Ⅴ　自己株式 △9,460 △0.1 － － △10,567 △0.1

資本合計 8,287,891 71.4 － － 9,461,487 74.0

負債・資本合計 11,606,163 100.0 － － 12,781,254 100.0
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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 － － 7,572,000 61.2 － －

　２．資本剰余金   

   (1) 資本準備金     － 572,000 －

   (2) その他資本剰余　
　　　金　　　　
　 

－ 36,168 －

　　　資本剰余金合計 　
　　　　　

－ － 608,168 4.9 － －

　３．利益剰余金 　　　

   (1) 利益準備金 － 10,337 －

   (2) その他利益剰余
金 

       別途積立金  － 600,000 －

       繰越利益剰余金 － 302,394 －

       利益剰余金合計 － － 912,732 7.4 － －

　４．自己株式 － － △12,726 △0.1 － －

      株主資本合計 － － 9,080,174 73.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評
価差額金 

－ － 154,428 1.2 － －

　　評価・換算差額等
合計 

－ － 154,428 1.2 － －

　　純資産合計 － － 9,234,602 74.6 － －

　　負債純資産合計 － － 12,377,555 100.0 － －

－ 39 －



(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 4,054,292 100.0 5,225,533 100.0 8,848,281 100.0

Ⅱ　売上原価 2,458,425 60.6 3,687,306 70.6 5,844,500 66.1

売上総利益 1,595,866 39.4 1,538,226 29.4 3,003,781 33.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,775,779 43.8 1,565,819 30.0 3,428,112 38.7

営業損失 179,912 △4.4 27,592 △0.6 424,330 △4.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 73,877 1.8 30,170 0.6 142,968 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 25,513 0.6 22,598 0.4 64,955 0.7

経常損失 131,547 △3.2 20,020 △0.4 346,318 △3.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 539,078 13.3 43,825 0.8 1,539,649 17.4

Ⅶ　特別損失 ※４ 47,091 1.2 7,074 0.1 174,331 2.0

税引前中間(当期)
純利益

360,439 8.9 16,729 0.3 1,019,000 11.5

法人税、住民税及
び事業税

8,132 0.2 4,361 0.1 15,257 0.2

中間(当期)純利益 352,306 8.7 12,368 0.2 1,003,742 11.3

前期繰越損失 3,726,123 － 3,726,123

資本金減少による
欠損填補額

3,726,123 － 3,726,123

中間(当期)未処分
利益

352,306 － 1,003,742
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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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）

7,572,00

0
572,000 36,076 608,076 － －

1,003,74

2

1,003,74

2
△10,567

9,173,25

1

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積み立て(注)      600,000
△

600,000
－  －

剰余金の配当(注)     10,337  
△

113,716

△

103,378
 

△

103,378

中間純利益       12,368 12,368  12,368

自己株式の取得         △2,281 △2,281

自己株式の処分   92 92     122 215

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）
－ － 92 92 10,337 600,000

△

701,347
△91,010 △2,159 △93,077

平成18年９月30日　残高

（千円）

7,572,00

0
572,000 36,168 608,168 10,337 600,000 302,394 912,732 △12,726

9,080,17

4

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）
288,236 288,236 9,461,487

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積み立て(注)   －

剰余金の配当(注)   △103,378

中間純利益   12,368

自己株式の取得   △2,281

自己株式の処分   215

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△133,807 △133,807 △133,807

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△133,807 △133,807 △226,884

平成18年９月30日　残高

（千円）
154,428 154,428 9,234,602

　（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る。
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

　当社は当中間会計期間において、営業損失１

億７千９百万円、及び経常損失１億３千１百万

円を計上し、当該損失の計上が長期間継続して

おります。

　当該状況により、当社には継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく平成17年３月

18日開催の取締役会において、新経営体制によ

る再建計画を策定し、平成17年４月１日より具

体的な活動を開始しております。当該再建計画

の進捗状況につきましては、以下のとおりと

なっております。

　平成17年４月より情報機器事業部と計測・Ｆ

Ａ事業部の２事業部体制を発足させ、フラット

でスピーディーな組織体制を実現しました。更

には事業の選択と集中により、積極的なビジネ

ス展開を図るとともに、事業所の統廃合や人員

の削減を始めとした諸施策の実施により、事業

運営経費の削減に努めました。加えて、廃止し

た事業所の土地・建物の売却、及び株式保有政

策の見直しによる投資有価証券の売却等により

借入債務の削減に努め、キャッシュ・フローの

改善と金利負担の軽減を行いました。この結果、

当中間会計期間の売上高は40億５千４百万円

（前年同期比109.1%）、営業損失は１億７千９

百万円（前年同期は５億５千７百万円の損

失）、経常損失は１億３千１百万円（前年同期

は５億３千４百万円の損失）、中間純利益は３

億５千２百万円（前年同期は35億７百万円の損

失）となり、いずれも改善の傾向にありま

す。

　当社は、引続き再建計画を遂行し、当期第２

四半期より成果が出てまいりました事業運営経

費の削減に加え、経営再建プロジェクトの下で

売上拡大と経費の効果的な配分を更に推進いた

します。また、当下期において販売体制の強化

と責任の明確化を目的に、国内営業本部を「国

内情報機器営業本部」と「国内計測・ＦＡ営業

本部」に分割改組いたします。これら再建計画

の下での諸施策の実施と、販売体制の強化によ

り、下期には確実に利益計上できる強い経営体

制を実現する所存であります。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表には反映しておりません。

───── ─────
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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

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算末日の市場価格等

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）

(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

…中間決算末日の市場価格等

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）

(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

…決算期末日の市場価格等に

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

(2）デリバティブ

時価法

(3）たな卸資産

商品、製品、原材料、仕掛品及

び貯蔵品

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

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 ３～５０年

工具器具備品 ２～１５年

(2）ソフトウェア(無形固定資産)

　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）に基づく定額法によって

おります。

(2）ソフトウェア(無形固定資産)

同左

(2）ソフトウェア(無形固定資産)

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失等に備

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。

　なお、子会社に対する債権につ

いては、必要額を投資損失引当金

に含めて計上しております。

(1）貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失等に

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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

　子会社に対する投融資に伴なう

損失に備えるため、投資先の資産

状態の実情を勘案し、必要額を見

積計上しております。

(2）投資損失引当金

─────

(2）投資損失引当金

─────
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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

　従業員の賞与に充てるため、支

給見込額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

同左

４．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、中間会計

期間末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、事業年度

末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

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を、

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

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当

処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象及びヘッジ手

段は以下のとおりであります。

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債

務・借入金

ヘッジ手段：為替予約・金利ス

ワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

  当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象及びヘッ

ジ手段は以下のとおりでありま

す。

 ヘッジ対象：外貨建金銭債権

　　　　　　 債務

 ヘッジ手段：為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象及びヘッジ手段は

以下のとおりであります。

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債

務

ヘッジ手段：為替予約

 (3）ヘッジ方針

　主に当社の内規である「為替リ

スク管理規程」に基づき、為替変

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
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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）

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　中間決算期末にヘッジ手段と

ヘッジ対象の内容について見直し

を行い、有効性を評価しておりま

す。なお、金利スワップは特例処

理の要件を満たしており、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

   中間決算期末にヘッジ手段と

ヘッジ対象の内容について見直し

を行い、有効性を評価しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　決算期末にヘッジ手段とヘッジ

対象の内容について見直しを行い、

有効性を評価しております。

７．その他

消費税等の会計処理につい

て

 

　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

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）

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、9,234,602千円であり

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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追加情報 

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）

 従来、役員の退職慰労金に充てるため内規に

基づいて算定した金額を役員退職慰労引当金に

計上しておりましたが、平成17年５月23日開催

の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃

止を決議し、また、平成17年６月29日開催の定

時株主総会において、同株主総会終結の時を

もって廃止することを決議いたしました。

　これにより、当中間会計期間より役員退職慰

労引当金の繰り入れを取り止めるとともに、前

事業年度末の役員退職慰労引当金残高32,722千

円は全額取り崩し、特別利益に計上しておりま

す。

─────   従来、当社において、役員の退職慰労金に

充てるため内規に基づいて算定した金額を役

員退職慰労引当金に計上しておりましたが、

平成17年５月23日開催の取締役会において、

役員退職慰労金制度の廃止を決議し、また、

平成17年６月29日開催の定時株主総会におい

て、同株主総会終結の時をもって廃止するこ

とを決議いたしました。

  これにより、当事業年度より役員退職慰労

引当金の繰り入れを取り止めるとともに、前

事業年度末の役員退職慰労引当金残高32,722

千円は全額取崩し、特別利益に計上しており

ます。

───── ───── 　当社は、売上高の減少に伴う営業損失、経

常損失及び当期純損失の長期継続により、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おりました。

　当社は、当該状況を解消し黒字体質への転

換を図るための再建策として、事業の集中領

域を情報機器事業と計測・ＦＡ事業の２つに

絞り、売上げの拡大を図るとともに、事業所

の統廃合、人員削減、開発費用の効果的な配

分等を着実に進めたことにより、営業損失及

び経常損失の計上が継続しているものの、い

ずれも改善傾向にあり、事業黒字化への体質

転換が十分に達成されたものと判断しており

ます。

　また、保有資産の有効活用を積極的に推し

進め、キャッシュ・フローの改善を行い、当

下期に長短期借入金の全額返済を完了すると

ともに、第三者割当増資を行いました。この

結果、当期末において3,306,579千円の現金預

金を確保したことにより、翌期以降の事業計

画遂行に十分な財務体質を確立しておりま

す。

　従いまして、当事業年度において継続企業

の前提に関する重要な疑義は解消したものと

判断しております。
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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
4,770,474千円 4,697,957千円 4,580,388千円

※２．担保に供している資産 定期預金 500,000千円

建物 1,727,337 〃

土地 1,160,944 〃

投資有価証券 326,800 〃

上記に対応する債務

短期借入金 50,000千円

一年内返済予定

長期借入金
186,400 〃

長期借入金 124,000 〃

定期預金 500,000千円

建物 1,635,512 〃

土地 1,160,944 〃

投資有価証券 274,835 〃

当中間会計期間末現在は、上記に

対応する債務はありません。

定期預金 500,000千円

建物 1,679,279 〃

土地 1,160,944 〃

投資有価証券 368,340 〃

当事業年度末現在は、上記に対応

する債務はありません。

※３．倉庫、事務所等として

賃貸する資産

　倉庫、事務所等として賃貸する資

産が次のとおり含まれております。

建物 182,104千円

土地 584,587 〃

その他 15,786 〃

計 782,478千円

　倉庫、事務所等として賃貸する資

産が次のとおり含まれております。

建物 169,513千円

土地 584,587 〃

その他 14,561 〃

計 768,663千円

　倉庫、事務所等として賃貸する資

産が次のとおり含まれております。

建物 175,544千円

土地 584,587 〃

その他 15,143 〃

計 775,275千円

※４．消費税等の取扱い 　仮払消費税等および仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産のその他に

含めて表示しております。

同左 ───── 

　５．当座貸越契約の注記 　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行５行と当座貸

越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行６行と当座貸

越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行５行と当座貸

越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の

総額
1,400,000千円

借入実行残高 50,000 〃

差引額 1,350,000千円

当座貸越極度額の

総額
1,650,000千円

借入実行残高 － 〃

差引額 1,650,000千円

当座貸越極度額の

総額
1,400,000千円

借入実行残高 － 〃

差引額 1,400,000千円

※６．中間期末日満期手形 ───── 　中間会計期間末日満期手形の会計

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

期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 144,983千円

─────
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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．営業外収益のうち重要な

もの

受取利息 5,723千円

受取配当金 17,492 〃

受取利息 777千円

受取配当金 10,534 〃

賃貸料収入 14,746 〃

受取利息 9,105千円

受取配当金 23,193 〃

※２．営業外費用のうち重要な

もの

支払利息 9,854千円 賃貸資産費用 14,553千円 支払利息 14,162千円

※３．特別利益のうち重要なも

の

役員退職慰労引

当金戻入益
32,722千円

固定資産売却益 294,215 〃

（内訳）   

建物 48,839千円

土地 245,375 〃

投資有価証券売

却益
204,312千円

賃貸料収入 14,746千円

投資有価証券売

却益
29,751千円

過年度構造改革

費用修正益
14,068千円

役員退職慰労引当

金戻入益
32,722千円

固定資産売却益 307,751 〃

（内訳）   

建物 48,855千円

土地 258,896  〃

投資有価証券売却

益
1,048,943千円

※４．特別損失のうち重要なも

の

固定資産処分損 44,435千円

（内訳）

建物 21,728千円

その他 22,706 〃

固定資産処分損 5,324千円

（内訳）

建物 13千円

無形固定資産 2,899 〃

その他 2,412 〃

固定資産処分損 90,515千円

（内訳）

建物 44,845千円

土地 14,313千円

その他 31,356 〃

　５．減価償却実施額 有形固定資産 116,669千円

無形固定資産 23,964 〃

計 140,634千円

有形固定資産 157,334千円

無形固定資産 23,820 〃

計 181,155千円

有形固定資産 275,792千円

無形固定資産 49,305 〃

計 325,097千円

（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 80,336 9,960 900 89,396

合計 80,336 9,960 900 89,396

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加9,960株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少900株は、単元未満株式の売り渡しによる減少であります。
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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）

工具器具
備品

79,516 59,636 19,879

ソフト
ウェア

36,932 27,145 9,786

合計 116,448 86,782 29,666

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
備品

31,932 15,308 16,624

ソフト
ウェア

36,932 34,532 2,400

合計 68,865 49,841 19,024

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
備品

38,470 26,378 12,091

ソフト
ウェア

36,932 30,838 6,093

合計 75,402 57,217 18,185

（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年以内 18,760千円

１年超 10,905 〃

合計 29,666千円

１年以内 8,444千円

１年超 10,580 〃

合計 19,024千円

１年以内 10,970千円

１年超 7,214 〃

合計 18,185千円

（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 14,127千円

減価償却費相当額 14,127 〃

支払リース料 8,088千円

減価償却費相当額 8,088 〃

支払リース料 25,608千円

減価償却費相当額 25,608 〃

(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
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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で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日) 

          該当事項はありません。
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