
    
 

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        株式会社ニレコ                     上場取引所     JASDAQ 
コ ー ド 番 号         ６８６３                                    本社所在都道府県    東京都 
（ＵＲＬ  http://www.nireco.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 山田 秀丸 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役執行役員管理部門担当 氏名 金子 晃  ＴＥＬ (042)642－3111 
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 18 年 12 月 11 日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)   
１． 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 
 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 

３,７０１（△０.２） 
３,７１０（１２.３） 

１４４（ ４２.１） 
１０１（      －） 

２１４（  ２３.１） 
１７４（１０９.１） 

18 年３月期 ７,６１４       ２８５          ４２７          
 
 

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 

１２５（        －） 
１０（ △７９.４） 

１３ ８２ 
１ １７ 

18 年３月期 １４９             １３ １７ 

 
 
 

(注)①期中平均株式数 18 年９月中間期 9,108,984 株 17 年９月中間期 8,999,133 株 18 年３月期 9,034,799 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 
17 年９月中間期 

１３,６７５  
１３,５０２  

１２,４４８  
１２,２４５  

９１.０  
９０.７  

１,３６５ ２５ 
１,３５４ １５ 

18 年３月期 １３,９９７  １２,６２１  ９０.２  １,３８３ ９９ 
 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 9,118,017 株 17 年９月中間期 9,043,245 株 18 年３月期 9,097,045 株 
  ②期末自己株式数  18 年９月中間期 887,232 株  17 年９月中間期 962,004 株  18 年３月期 908,204 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 ７,９００  ４５０  ２６０  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ２８円５１銭 
 
２． 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 ６ ７ １３ 

19 年３月期（実績） ７ ― 

19 年３月期（予想） ― ７ 
１４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）業績予想は、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。業績予想の前提となる仮定及び業績

予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の６ページを参照してください。          



 

６【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  2,017,427 1,895,974 2,244,088 

２．受取手形 ※３ 784,043 919,524 895,634 

３．売掛金  2,702,038 2,355,012 2,584,311 

４．有価証券  139,580 72,916 91,022 

５．棚卸資産  2,800,494 2,585,374 2,521,636 

６．繰延税金資産  283,289 171,061 216,994 

７．その他  201,803 265,560 162,268 

貸倒引当金  △20,989 △25,578 △29,608 

流動資産合計   8,907,688 66.0 8,239,846 60.3  8,686,348 62.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  446,328 455,290 430,677 

(2）機械及び装置  40,926 57,586 56,733 

(3）土地  570,248 440,995 440,995 

(4）その他  124,547 109,141 110,220 

有形固定資産合計   1,182,050 8.7 1,063,014 7.8  1,038,627 7.4

２．無形固定資産   39,879 0.3 32,031 0.2  36,217 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  2,734,731 3,636,838 3,662,862 

(2）その他  705,413 750,412 650,732 

貸倒引当金  △67,230 △33,121 △33,336 

投資損失引当金  － △13,277 △43,622 

投資その他の資産
合計 

  3,372,914 25.0 4,340,853 31.7  4,236,636 30.3

固定資産合計   4,594,845 34.0 5,435,898 39.7  5,311,481 37.9

資産合計   13,502,533 100.0 13,675,745 100.0  13,997,830 100.0

    



 

  
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  407,875 450,610 389,593 

２．未払法人税等  11,617 10,363 13,691 

３．未払消費税等  22,501 10,238 45,478 

４.役員賞与引当金  － 13,000 － 

５．その他  560,595 546,876 493,941 

流動負債合計   1,002,590 7.4 1,031,089 7.6  942,705 6.7

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  20,323 87,917 201,142 

２．退職給付引当金  85,228 46,050 73,482 

３．役員退職引当金  148,524 62,304 159,288 

固定負債合計   254,075 1.9 196,272 1.4  433,913 3.1

負債合計   1,256,666 9.3 1,227,361 9.0  1,376,618 9.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,072,352 22.8 － －  3,072,352 22.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  4,124,646 － 4,124,646 

２．自己株式処分差益  11,859 － 23,660 

資本剰余金合計   4,136,506 30.6 － －  4,148,306 29.6

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  613,089 － 613,089 

２．任意積立金  3,900,000 － 3,900,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 725,595 － 810,788 

利益剰余金合計   5,238,684 38.8 － －  5,323,877 38.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  276,876 2.0 － －  529,508 3.8

Ⅴ 自己株式   △478,552 △3.5 － －  △452,833 △3.2

資本合計   12,245,867 90.7 － －  12,621,212 90.2

負債資本合計   13,502,533 100.0 － －  13,997,830 100.0

    



 

  
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   － － 3,072,352 22.5  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 4,124,646 － 

(2）その他資本剰余
金 

 － 28,078 － 

資本剰余金合計   － － 4,152,725 30.3  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 613,089 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 3,900,000 － 

繰越利益剰余金  － 841,961 － 

利益剰余金合計   － － 5,355,050 39.1  － －

４ 自己株式   － － △442,390 △3.2  － －

株主資本合計   － － 12,137,737 88.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 310,645 2.3  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 310,645 2.3  － －

純資産合計   － － 12,448,383 91.0  － －

負債純資産合計   － － 13,675,745 100.0  － －

    

 

 



 

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   3,710,405 100.0 3,701,634 100.0  7,614,149 100.0

Ⅱ 売上原価 ※６  2,670,167 72.0 2,596,483 70.1  5,507,862 72.3

売上総利益   1,040,238 28.0 1,105,150 29.9  2,106,286 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※６  938,317 25.3 960,289 26.0  1,820,770 24.0

営業利益   101,920 2.7 144,860 3.9  285,515 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  86,082 2.3 120,669 3.3  189,953 2.5

Ⅴ 営業外費用 ※2,6  13,848 0.3 51,122 1.4  48,233 0.6

経常利益   174,154 4.7 214,407 5.8  427,235 5.6

Ⅵ 特別利益 ※３  78,748 2.1 － －  97,806 1.3

Ⅶ 特別損失 ※4,5  170,454 4.6 － －  227,739 3.0

税引前中間（当
期）純利益 

  82,448 2.2 214,407 5.8  297,302 3.9

法人税、住民税及
び事業税 

 3,756 3,756 7,512 

法人税等調整額  68,157 71,913 1.9 84,798 88,554 2.4 139,803 147,315 1.9

中間（当期）純利
益 

  10,534 0.3 125,852 3.4  149,987 2.0

前期繰越利益   715,060 －  715,060

中間配当額   － －  △54,259

中間（当期）未処
分利益 

  725,595 －  810,788

    



 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
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 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 
（千円） 

3,072,352 4,124,646 23,660 4,148,306 613,089 3,900,000 810,788 5,323,877 △452,833 12,091,703

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）  △63,679 △63,679 △63,679

役員賞与（注）  △31,000 △31,000 △31,000

中間純利益  125,852 125,852 125,852

自己株式の処分  4,418 4,418   10,442 14,861

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） 

 4,418 4,418 31,173 31,173 10,442 46,034

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

3,072,352 4,124,646 28,078 4,152,725 613,089 3,900,000 841,961 5,355,050 △442,390 12,137,737

    
 

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 
（千円） 

529,508 529,508 12,621,212

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △63,679

役員賞与（注）  △31,000

中間純利益  125,852

自己株式の処分  14,861

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△218,863 △218,863 △218,863

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△218,863 △218,863 △172,829

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

310,645 310,645 12,448,383

  
（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。 



 

 

中間財務諸表作成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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 ……移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 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 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

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。

ただし、デリバティブ組込

み型債券でデリバティブ部

分と債券部分の区分ができ

ないものについては全体を

時価評価し、評価差額は当

中間会計期間の損益に計上

しております。） 

（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。ただし、デリバティブ

組込み型債券でデリバティ

ブ部分と債券部分の区分が

できないものについては全

体を時価評価し、評価差額

は当中間会計期間の損益に

計上しております。） 

（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。

ただし、デリバティブ組込

み型債券でデリバティブ部

分と債券部分の区分ができ

ないものについては全体を

時価評価し、評価差額は当

期の損益に計上しておりま

す。） 

 時価のないもの…… 時価のないもの…… 時価のないもの…… 

 移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合へ

の出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみ

なされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 ……時価法 同左 同左 

 (3）棚卸資産 (3）棚卸資産 (3）棚卸資産 

 製品 同左 同左 

 見込生産品   

 ……先入先出法による原価

法 

  

 受注生産品   

 ……個別法による原価法   

 半製品・材料   

 ……先入先出法による原価

法 

  

 仕掛品   

 ……個別法による原価法   



 

 

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）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 …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。 

 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。 

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 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）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。 

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 

  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。 

同左 同左 

 (2）   ────── (2）投資損失引当金 (2）投資損失引当金 

   関係会社株式の実質価値の低下

による損失に備えて、純資産価値

等を勘案して必要と認められる額

を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

同左  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。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

 (4）役員退職引当金 (4）役員退職引当金 (4）役員退職引当金 

  役員の退職金の支給に備え

て、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

役員の退職金の支給に備え

て、株主総会で決議された役員

退職金打ち切り支給額のうち、

将来支給見込み額を計上してお

ります。 

 役員の退職金の支給に備え

て、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 



 

 

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） 

 (5）   ────── (5）役員賞与引当金 (5）   ────── 

   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。

 

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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５．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。 

 なお、仮受消費税等は仮払消費

税等と相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。 

同左  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。 

 



 

 

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） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が

110,747千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。 

  当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

110,747千円減少しております。 

 



 

 

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） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

────── 

 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）並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年8月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年8月11日 企業会

計基準適用指針第２号）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。 

なお、これまでの資本の部の合計

に相当する金額は12,448,383千円で

あります。 

また、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。 

 

────── （役員賞与に関する会計基準） ────── 

  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

13,000千円減少しております。 

 



 

 

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） （中間貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となることおよび「金融商

品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第

14号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当中間会計期間末から投資事業有限責任組合お

よびそれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更いたしました。 

なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含

まれる当該出資の額は205,804千円であり、前中間会

計期間末における投資その他の資産「その他」に含

まれている当該出資の額は234,098千円であります。

────── 

 

 

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 

1,824,051千円 1,833,796千円 1,815,675千円

 ２．受取手形割引高  ２．受取手形割引高  ２．受取手形割引高 

271,673千円 314,999千円 269,222千円

※３．    ────── ※３．中間会計期間末日満期手形 ※３．    ────── 

    中間会計期間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、次の中間会計期間末日満期手形が中

間会計期間末残高に含まれております。

 
 

受取手形 68,947千円
  

 



 

 

（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．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの 
 

受取利息 2,838千円

有価証券利息 18,983千円

受取配当金 27,822千円

不動産賃貸収益 11,658千円
  

 
受取利息 2,980千円

有価証券利息 5,202千円

受取配当金 36,132千円

不動産賃貸収益 10,084千円

投資有価証券売却益 33,261千円
  

 
受取利息 5,424千円

有価証券利息 24,618千円

受取配当金 33,830千円

不動産賃貸収益 21,763千円

投資有価証券売却益 20,176千円
  

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの 
 

支払利息 2,447千円

不動産賃貸費用 3,970千円

手形売却損 1,589千円

固定資産除却損 3,391千円
  

 
支払利息 3,596千円

不動産賃貸費用 3,604千円

手形売却損 1,556千円

棚卸資産除却損 36,426千円
  

 
支払利息 6,788千円

不動産賃貸費用 7,810千円

手形売却損 3,402千円

棚卸資産除却損 11,362千円
  

※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの 
 

投資有価証券売却益 78,748千円
  

 
────── 

 

 
投資有価証券売却益 78,748千円

会員権等売却益 19,058千円
  

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの 
 

新株予約権訴訟関連費用 78,748千円

減損損失 110,747千円
  

 
────── 

 

 
投資損失引当金繰入額 43,622千円

固定資産売却損 13,662千円

新株予約権訴訟関連費用 59,706千円

減損損失 110,747千円
  

※５．減損損失 ※５．    ────── ※５．減損損失 

  当社は、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

   当社は、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 
  

場所 主な用途 種類 
減損損失 
（千円） 

東京都 
日野市 

賃貸 
駐車場 

土地 110,747 

  

   

場所 主な用途 種類 
減損損失
（千円）

東京都 
日野市 

賃貸 
駐車場 

土地 110,747

   
 当社は、主に継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分別に資産をグルーピン

グしておりますが、特定の区分に関連付けら

れない資産については関連する各区分の共用

資産として、また現在暫定的な用途に供して

いるものの今後も事業の用に供する予定が明

確でないものについては遊休資産としてグ

ルーピングしております。 

 当中間会計期間において、遊休資産のうち

上記の資産については地価が大幅に下落して

いるため、不動産業者、都市銀行の調査によ

る実勢価格等を勘案した当社における合理的

な見積り額により評価し、回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。 

 
 
 当社は、主に継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分別に資産をグルーピン

グしておりますが、特定の区分に関連付けら

れない資産については関連する各区分の共用

資産として、また現在暫定的な用途に供して

いるものの今後も事業の用に供する予定が明

確でないものについては遊休資産としてグ

ルーピングしております。 

 当事業年度において、遊休資産のうち上記

の資産については地価が大幅に下落している

ため、不動産業者、都市銀行の調査による実

勢価格等を勘案した合理的な見積り額により

評価し、回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。 

※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 37,604千円

無形固定資産 5,557千円
  

 
有形固定資産 39,739千円

無形固定資産 6,386千円
  

 
有形固定資産 80,094千円

無形固定資産 11,527千円
  



 

 

（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（注） 908,204 28 21,000 887,232 

合計 908,204 28 21,000 887,232 

（注）自己株式の普通株式の増加28株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

また、減少21,000株は、新株予約権方式によるストックオプション制度の権利行使によるものであります。 

 



 

 

（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 

 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 

107,376 45,913 61,463 

無形固定資産 92,286 25,459 66,826 

合計 199,662 71,372 128,289 

  

  

 

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 

77,945 24,851 53,094

無形固定資産 145,394 53,862 91,531

合計 223,339 78,714 144,625

  

  

 

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 

56,526 18,842 37,684

無形固定資産 156,499 49,872 106,627

合計 213,026 68,714 144,311

  
（注） 取得価額相当額は、有形固定資産及

び無形固定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間期末残高

の割合が低いため、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年内 39,378千円

１年超 88,911千円

合計 128,289千円
  

 
１年内 44,446千円

１年超 101,574千円

合計 146,021千円
  

 
１年内 40,599千円

１年超 104,919千円

合計 145,518千円
  

（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

有形固定資産及び無形固定資産の中

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。 

  

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及び

支払利息相当額 

３．支払リース料及び減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 23,467千円

減価償却費相当額 23,467千円
  

 
支払リース料 21,942千円

減価償却費相当額 21,105千円

支払利息相当額 1,106千円
  

 
支払リース料 35,614千円

減価償却費相当額 34,241千円

支払利息相当額 1,832千円
  

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．     ────── 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 

（減損損失について） （減損損失について） （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

せんので、項目等の記載は省略しておりま

す。 

同左 同左 

 



 

 

（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 1,354円15銭

１株当たり中間純利益 1円17銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

1円16銭

  

 

１株当たり純資産額 1,365円25銭

１株当たり中間純利益 13円82銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

13円73銭

  

 

１株当たり純資産額 1,383円99銭

１株当たり当期純利益 13円17銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

13円10銭

  
 （注）１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 10,534 125,852 149,987 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （31,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

10,534 125,852 118,987 

期中平均株式数（千株） 8,999 9,108 9,034 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株）  49 55 48 

（うち新株予約権） （49） （55） （48）

 

   （重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

 


