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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要           平成１８年１１月２４日 

 

上 場 会 社 名         株式会社 白 青 舎                 上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号           ９７３６                                   本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.hakuseisha.co.jp） 
代  表  者 役職名 取締役社長       氏 名 髙 木 正 幹 
問合せ先責任者  役職名 取締役管理本部長    氏 名 泉 山 茂 樹  TEL(03)5822－1561 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月２４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                       （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 
１７年９月中間期 

3,078      (    0.7)
3,056      (    3.3)

96     (    4.2)
93      ( △39.0)

127      (    6.1)
120      ( △34.1)

１８年３月期      6,096         276 314    
 
 

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 
１７年９月中間期 

80     (  △5.5) 
85     ( △24.5) 

              9     11 
              9     65 

１８年３月期         210                 23    77 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期8,834,492株  17年9月中間期8,835,522株  18年3月期8,835,235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 
１８年９月中間期 

5,128   
4,965   

3,778   
3,610   

73.7 
72.7 

     427     79 
     408     61 

１８年３月期 5,245   3,859   73.6      436     83 
(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 8,833,535株 17年9月中間期8,834,925株 18年3月期8,834,875株 
  ②期末自己株式     18年9月中間期   166,465株 17年9月中間期   165,075株 18年3月期 165,125株 
 
２．１９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 6,100    330    215    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  24円  34銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たりの配当金(円) 
 中 間 期 末 期 末 年 間 
１８年３月期 ― 8.00 8.00 
１９年３月期（実績） ― ― 
１９年３月期（予想） ― 8.00 

8.00 

 

 

 

※ 上記の業績予想は、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、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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５．中間財務諸表等 

(1) 【中間財務諸表】 

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  1,774,319 1,656,764 1,787,965 

２ 受取手形  35,232 693 ― 

３ 売掛金  530,082 724,592 548,404 

４ たな卸資産  6,287 6,114 5,975 

５ 繰延税金資産  63,890 56,424 55,473 

６ その他  60,852 76,545 48,773 

貸倒引当金  △590 △217 △164 

流動資産合計   2,470,074 49.7 2,520,917 49.2  2,446,429 46.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１
※２

  

(1) 建物  350,107 333,373 341,460 

(2) 土地  395,001 395,001 395,001 

(3) その他  61,399 48,662 54,445 

計  806,508 777,038 790,907 

２ 無形固定資産  68,601 66,023 75,760 

計  68,601 66,023 75,760 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  440,700 459,954 503,704 

(2) 関係会社株式  741,181 793,750 893,519 

(3) 積立保険料  173,586 156,504 180,077 

(4) 繰延税金資産  8,833 ― ― 

(5) 長期性預金  ― 300,000 300,000 

(6) その他  265,735 60,052 61,014 

 貸倒引当金  △9,700 △5,550 △5,550 

計  1,620,337 1,764,711 1,932,766 

固定資産合計   2,495,447 50.3 2,607,773 50.8  2,799,434 53.4

資産合計   4,965,522 100.0 5,128,691 100.0  5,245,864 100.0
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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  205,912 193,642 206,594 

２ 短期借入金 ※２ 50,000 50,000 50,000 

３ 未払法人税等  92,604 59,641 76,236 

４ 未払消費税等  33,423 32,680 31,749 

 ５ 賞与引当金  139,116 125,970 114,708 

６ その他  144,512 206,810 145,882 

流動負債合計   665,569 13.4 668,744 13.0  625,170 11.9

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  564,419 537,700 553,398 

２ 役員退職引当金  92,502 79,800 96,300 

３ 繰延税金負債  ― 28,779 76,901 

４ その他  32,966 34,799 34,799 

固定負債合計   689,887 13.9 681,079 13.3  761,399 14.5

負債合計   1,355,456 27.3 1,349,824 26.3  1,386,569 26.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   450,000 9.1 ― ―  450,000 8.6

Ⅱ 資本剰余金    

 資本準備金  385,637 ― 385,637 

資本剰余金合計   385,637 7.8 ― ―  385,637 7.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  112,500 ― 112,500 

２ 任意積立金  840,000 ― 840,000 

 中間(当期)未処分 
  利益 

 1,497,064 ― 1,621,899 

利益剰余金合計   2,449,564 49.3 ― ―  2,574,399 49.1

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  377,287 7.6 ― ―  501,710 9.6

Ⅴ 自己株式   △52,423 △1.1 ― ―  △52,453 △1.0

資本合計   3,610,065 72.7 ― ―  3,859,294 73.6

負債資本合計   4,965,522 100.0 ― ―  5,245,864 100.0
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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   ― 450,000  ―

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 385,637 ― 

資本剰余金合計   ― 385,637  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 112,500 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 840,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 1,631,739 ― 

利益剰余金合計   ― 2,584,239  ―

４ 自己株式   ― △53,061  ―

株主資本合計   ― 3,366,815 65.7  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 412,051  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 412,051 8.0  ―

純資産合計   ― 3,778,867 73.7  ―

負債純資産合計   ― 5,128,691 100.0  ―
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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   3,056,763 100.0 3,078,884 100.0  6,096,268 100.0

Ⅱ 売上原価   2,647,146 86.6 2,672,149 86.8  5,217,975 85.6

売上総利益   409,617 13.4 406,734 13.2  878,293 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   316,534 10.4 309,753 10.1  601,385 9.9

営業利益   93,083 3.0 96,981 3.1  276,907 4.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  27,898 0.9 31,353 1.0  38,545 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  404 0.0 348 0.0  867 0.0

経常利益   120,577 3.9 127,986 4.1  314,585 5.1

Ⅵ 特別利益   14,718 0.5 ―  15,771 0.3

Ⅶ 特別損失   ― 1,307 0.0  899 0.0

税引前中間(当期) 
純利益 

  135,296 4.4 126,679 4.1  329,456 5.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 59,615 33,696 120,185 

法人税等調整額  △9,538 50,077 1.6 12,464 46,161 1.5 △783 119,401 2.0

中間(当期)純利益   85,218 2.8 80,518 2.6  210,054 3.4

前期繰越利益   1,411,845 ―  1,411,845

中間(当期)未処分 
利益 

  1,497,064 ―  1,621,899
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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) 

 

単位：(千円) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 450,000 385,637 385,637

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 

 中間純利益 

 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 ― ― ―

平成18年９月30日残高 450,000 385,637 385,637

 

単位：(千円) 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 112,500 840,000 1,621,899 2,574,399 △52,453 3,357,583

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △70,679 △70,679  △70,679

 中間純利益  80,518 80,518  80,518

 自己株式の取得  △607 △607

 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 ― ― 9,839 9,839 △607 9,231

平成18年９月30日残高 112,500 840,000 1,631,739 2,584,239 △53,061 3,366,815

 

単位：(千円) 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 501,710 501,710 3,859,294

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △70,679

 中間純利益 80,518

 自己株式の取得 △607

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△89,658 △89,658 △89,658

中間会計期間中の変動額合計 △89,658 △89,658 △80,427

平成18年９月30日残高 412,051 412,051 3,778,867
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

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 子会社株式 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

 同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

 同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

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 

 同左 

(2) たな卸資産 

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 

定率法を採用しております。 

   なお、平成10年4月1日以降取

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。 

   また、主な耐用年数は建物及

び構築物が5～50年、機械装

置及び運搬具並びに工具器具

及び備品が2～10年でありま

す。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 同左 

 

(2) 少額減価償却資産 

  取得価格が10万円以上20万円 

  未満の資産については、3年  

  均等償却をしております。 

   

(3) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア(自社利

用分)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。 

(2) 少額減価償却資産 

   同左 

 

 

 

(3) 無形固定資産 

 同左 

(2) 少額減価償却資産 

   同左 

 

 

 

(3) 無形固定資産 

 同左 
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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) 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

るため、回収不能見込額を計

上しております。 

a. 一般債権 

貸倒実績率法によってお

ります。 

b. 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法によっ

ております。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支

給見込額及び当該支給見込額

に対応する社会保険料会社負

担見込額に基づき当中間会計

期間に見合う分を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

 同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支

給見込額及び当該支給見込額

に対応する社会保険料会社負

担見込額に基づき当事業年度

に見合う分を計上しておりま

す。 

(3) 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、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時の費用

として処理する方法によって

おります。 

(3) 退職給付引当金 

 同左 

(3) 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、当期末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

数理計算上の差異について

は、発生時に全額費用処理し

ております。 

(4) 役員退職引当金 

役員の退職慰労金支給に備え

るため、会社規定による当中

間会計期間末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職引当金 

同左 

(4) 役員退職引当金 

役員の退職慰労金支給に備え

るため、会社規定により計上

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。 

４ リース取引の処理方法 

 同左 

４ リース取引の処理方法 

 同左 

５ その他中間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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用してお

ります。 

５ その他中間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 

同左 

５ その他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 

同左 
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会計処理の変更 

 

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」(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」(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） 

 当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、3,778,867千円で

あります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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) 

――――― （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「長期性預金」（前

中間会計期間200,000千円）については、資産総額の

100分の５超となったため、当中間会計期間より区分掲

記しております。 
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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 

636,495千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

632,012千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

642,021千円

 

※２ 担保資産 

建物 123,074千円

機械及び装置 1,945千円

土地 92,117千円

  計 217,137千円
 

 

※２ 担保資産 

建物 113,064千円

機械及び装置 1,945千円

土地 92,117千円

  計 207,127千円
 

 

※２ 担保資産 

建物 117,849千円

機械及び装置 1,945千円

土地 92,117千円

  計 211,913千円
 

上記に対する債務 

短期借入金 50,000千円
 

上記に対する債務 

短期借入金 50,000千円
 

上記に対する債務 

短期借入金 50,000千円
 

 

３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ未払消費

税等として表示しておりま

す。 

 

３ 消費税等の取扱い 

 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) 

※１ 営業外収益の重要項目 

受取利息 434千円

受取配当金 17,503千円

関係会社 
受取管理料 

1,600千円

 

※１ 営業外収益の重要項目 

受取利息 771千円

受取配当金 18,062千円

関係会社 
受取管理料 

2,409千円

 

※１ 営業外収益の重要項目 

受取利息 1,065千円

受取配当金 19,609千円

関係会社 
受取管理料 

3,160千円

 
 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 344千円
 

 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 348千円
 

 

※２ 営業外費用の重要項目 

支払利息 687千円
 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,827千円

無形固定資産 8,120千円
 

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,575千円

無形固定資産 10,217千円
 

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,911千円

無形固定資産 16,535千円
 

 

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 165,125 1,340 ― 166,465 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    1,340株 
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(リース取引関係) 

 

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) 

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 

  工具器具備品 

取得価額 
相当額 

 35,290千円

減価償却 
累計額相当額 

 12,053千円

中間期末 
残高相当額 

 23,236千円

 

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 

 工具器具備品

取得価額 
相当額 

81,848千円

減価償却 
累計額相当額

21,517千円

中間期末 
残高相当額 

60,331千円

  

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 リース物件の取引取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  工具器具備品

取得価額 
相当額 

 47,499千円

減価償却 
累計額相当額 

 15,625千円

期末残高 
相当額 

 31,874千円

 

なお、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 なお取得価額相当額は、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 

１年内 6,956千円

１年超 16,280千円

合計 23,236千円
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 15,352千円

１年超 44,979千円

合計 60,331千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 9,191千円

１年超 22,682千円

合計 31,874千円
 

なお、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 なお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 

支払リース料 3,508千円

減価償却費相当額 3,508千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 5,946千円

減価償却費相当額 5,946千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 7,430千円

減価償却費相当額 7,430千円
 

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 

 

(有価証券関係) 

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)及び前事業年度

末(平成18年３月31日)において、子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 408.61円
 

１株当たり純資産額 427.79円
 

１株当たり純資産額 436.83円
 

１株当たり中間純利益 9.65円
 

１株当たり中間純利益 9.11円
 

１株当たり当期純利益 23.77円
 

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。 
 

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。 
 

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。 
 

１株当たり中間純利益の算定上の基
礎 
中間損益計算書上の中間純利益 

85,218千円 
 

１株当たり中間純利益の算定上の
基礎 
中間損益計算書上の中間純利益 

80,518千円

１株当たり当期純利益の算定上の基
礎 
損益計算書上の当期純利益 

210,054千円

普通株式に係る中間純利益 
85,218千円 

 

普通株式に係る中間純利益 
80,518千円

普通株式に係る当期純利益 
210,054千円

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 

該当事項はありません。 
 

普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 

該当事項はありません。 
 

普通株式の期中平均株式数 
8,835,522株 

普通株式の期中平均株式数 
8,834,492株

普通株式の期中平均株式数 
8,835,235株

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
 
 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 
 




