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単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000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　                                         （記載金額は百万円未満を切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 100 △77.3 12 △96.2 12 △96.2

17年９月中間期 441 △6.9 329 △9.3 329 △9.4

18年３月期 543 351 351

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 6 △98.0 0.10  

17年９月中間期 336 △5.9 4.93  

18年３月期 347 5.10  

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 68,116,532株 17年９月中間期 68,128,173株 18年３月期 68,126,203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 　                                         （記載金額は百万円未満を切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 19,895 19,301 97.0 283.36

17年９月中間期 20,013 19,285 96.4 283.09

18年３月期 20,018 19,295 96.4 283.26

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 68,116,646株 17年9月中間期 68,126,796株 18年3月期 68,120,561株

②期末自己株式数 18年9月中間期  1,077,897株 17年9月中間期 1,067,747株 18年3月期 1,073,982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 190 10 5

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円07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 ― ― ―

19年３月期（実績） ― ―
―

19年３月期（予想） ― ―

 

※　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。
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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           

現金預金  76,233   44,928   28,715   

未収入金  114,369   36,793   177,019   

短期貸付金  550,000   550,000   550,000   

その他  13,064   1,877   2,176   

流動資産合計   753,667 3.8  633,599 3.2  757,911 3.8

Ⅱ　固定資産           

有形固定資産 ※１ 213   134   165   

投資その他の資産           

関係会社株式  19,257,731   19,257,731   19,257,731   

その他  1,522   3,919   2,756   

計  19,259,253   19,261,650   19,260,487   

固定資産合計   19,259,467 96.2  19,261,785 96.8  19,260,652 96.2

資産合計   20,013,135 100.0  19,895,384 100.0  20,018,564 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

短期借入金  670,000   550,000   670,000   

未払金 ※２ 50,415   24,449   43,266   

その他  3,143   9,736   2,863   

流動負債合計   723,559 3.6  584,186 2.9  716,129 3.6

Ⅱ　固定負債           

役員退職慰労引当
金 

 3,626   9,619   6,712   

固定負債合計   3,626 0.0  9,619 0.1  6,712 0.0

負債合計   727,185 3.6  593,805 3.0  722,842 3.6
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,000,000 15.0  － －  3,000,000 15.0

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  12,757,731   －   12,757,731   

その他資本剰余金  3,500,241   －   3,500,205   

資本剰余金合計   16,257,973 81.2  － －  16,257,937 81.2

Ⅲ　利益剰余金           

中間(当期)未処分
利益

 353,581   －   364,884   

利益剰余金合計   353,581 1.8  － －  364,884 1.8

Ⅳ　自己株式   △325,605 △1.6  － －  △327,099 △1.6

資本合計   19,285,949 96.4  － －  19,295,722 96.4

負債資本合計   20,013,135 100.0  － －  20,018,564 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

資本金   － －  3,000,000 15.1  － －

資本剰余金           

資本準備金  －   12,757,731   －   

その他資本剰余
金

 －   3,500,065   －   

資本剰余金合計   － －  16,257,797 81.7  － －

利益剰余金           

その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余
金

 －   371,719   －   

利益剰余金合計   － －  371,719 1.8  － －

自己株式   － －  △327,938 △1.6  － －

株主資本合計   － －  19,301,579 97.0  － －

純資産合計   － －  19,301,579 97.0  － －

負債純資産合計   － －  19,895,384 100.0  － －
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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　営業収益           

受取配当金  348,722   －   348,722   

経営指導料  92,500 441,222 100.0 100,000 100,000 100.0 195,000 543,722 100.0

Ⅱ　営業費用           

販売費及び一
般管理費

  111,448 25.3  87,516 87.5  191,824 35.3

営業利益   329,773 74.7  12,483 12.5  351,897 64.7

Ⅲ　営業外収益   683 0.2  950 0.9  3,037 0.5

Ⅳ　営業外費用   799 0.2  1,000 1.0  3,462 0.6

経常利益   329,657 74.7  12,434 12.4  351,472 64.6

税引前中間
（当期）純利
益

  329,657 74.7  12,434 12.4  351,472 64.6

法人税、住民
税及び事業税

 1,000   7,000   2,000   

法人税等調整
額

 △7,420 △6,420 △1.5 △1,401 5,599 5.6 2,092 4,092 0.7

中間（当期）
純利益

  336,077 76.2  6,835 6.8  347,380 63.9

前期繰越利益   17,503   －   17,503  

中間(当期)未
処分利益

  353,581   －   364,884  
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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

純資産合計
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

その他利益

剰余金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,000,000 12,757,731 3,500,205 16,257,937 364,884 △327,099 19,295,722 19,295,722

中間会計期間中の変動額

中間純利益（千円）     6,835  6,835 6,835

自己株式の取得（千円）      △1,174 △1,174 △1,174

自己株式の処分（千円）   △139 △139  336 196 196

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △139 △139 6,835 △838 5,857 5,857

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,000,000 12,757,731 3,500,065 16,257,797 371,719 △327,938 19,301,579 19,301,579
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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

有価証券

子会社株式及び関連会社株

式

移動平均法による原価法

有価証券

子会社株式及び関連会社株

式

       同左

有価証券

子会社株式及び関連会社株

式

同左

２．固定資産の減価償却

の方法

有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

工具器具・備品　５年

有形固定資産

           同左

　

 

有形固定資産

同左

３．引当金の計上基準  役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

 役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金 

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労金

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．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。

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19,301,579千円であります。

　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

315千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   393千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

363千円

※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「未

払金」に含めて表示しております。

※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「未

払金」に含めて表示しております。

※２　　 　――――――

（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）

　　　減価償却実施額

有形固定資産 48千円

　　　減価償却実施額

有形固定資産   30千円

　　　減価償却実施額

有形固定資産 96千円

（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
 （千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注） 1,073 5 1 1,077

合計 1,073 5 1 1,077

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少１千株は、単元未満株

式の買増請求による売渡であります。

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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　一件当たりの取引が少額のため、記載しておりません。

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における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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（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 283.09円

１株当たり中間純利益
金額

4.93円

１株当たり純資産額 283.36円

１株当たり中間純利益
金額

0.10円

１株当たり純資産額 283.26円

１株当たり当期純利益
金額

5.10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。

　             同左 　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。

　（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） 336,077 6,835 347,380

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円）
336,077 6,835 347,380

期中平均株式数（千株） 68,128 68,116 68,126

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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