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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 （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 5,380 △8.3 190 △39.9 266 △41.1

17年９月中間期 5,869 4.2 317 104.5 451 75.3

18年３月期 15,306 731 952

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 211 61.1 12 51

17年９月中間期 131 68.9 7 76

18年３月期 504 28 91

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 16,940,665株 17年９月中間期 16,942,498株 18年３月期 16,942,110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 （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 26,006 20,496 78.8 1,209 89

17年９月中間期 25,754 19,703 76.5 1,163 02

18年３月期 26,098 20,741 79.5 1,223 45

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 16,940,665株 17年９月中間期 16,941,965株 18年３月期 16,940,665株

②期末自己株式数 18年９月中間期 716,335株 17年９月中間期 715,035株 18年３月期 716,335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 14,600 880 480

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 28円33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 － 10.00 10.00

19年３月期（実績） － －
 9.00

19年３月期（予想） －  9.00

 （注）18年３月期期末配当金の内訳　普通配当　９円00銭　記念配当　１円00銭

 

※　業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内

在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算

短信（連結）添付資料５ページの３．経営成績及び財政状態（5）通期の見通しをご参照下さい。

－ 1 －



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  321,877   1,986,214   996,542   

２　受取手形 ※３ 1,051,277   757,011   941,804   

３　売掛金  6,102,303   5,611,436   7,985,721   

４　有価証券  1,456,640   686,836   386,843   

５　たな卸資産  3,510,127   3,707,059   2,024,051   

６　その他 ※２ 849,397   611,124   512,989   

貸倒引当金  △7,837   △3,105   △9,814   

流動資産合計   13,283,785 51.6  13,356,576 51.4  12,838,138 49.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,671,058   1,631,675   1,636,745   

(2）構築物  208,013   204,459   215,498   

(3）機械及び装置  326,050   305,334   313,222   

(4）土地  1,771,633   1,861,387   1,771,633   

(5）その他  151,731   156,425   165,001   

有形固定資産合計   4,128,487 16.0  4,159,282 16.0  4,102,101 15.7

２　無形固定資産   9,069 0.0  6,373 0.0  7,721 0.0

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,374,026   7,521,572   8,180,172   

(2）関係会社株式  657,021   657,021   657,021   

(3）その他  383,142   350,828   363,880   

貸倒引当金  △81,510   △45,091   △50,363   

投資その他の資産
合計

  8,332,680 32.4  8,484,330 32.6  9,150,712 35.1

固定資産合計   12,470,236 48.4  12,649,986 48.6  13,260,535 50.8

資産合計   25,754,022 100.0  26,006,562 100.0  26,098,673 100.0
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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  1,224,393   1,339,046   1,055,965   

２　短期借入金  200,000   －   －   

３　未払金  615,887   373,099   373,784   

４　未払法人税等  11,914   87,361   137,750   

５　賞与引当金  225,994   258,735   226,987   

６　工事補償等引当金  168,000   175,000   229,000   

７　その他  917,015   317,000   246,081   

流動負債合計   3,363,206 13.1  2,550,243 9.8  2,269,569 8.7

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債  643,246   817,672   980,373   

２　退職給付引当金  1,837,940   1,840,749   1,865,900   

３　役員退職引当金  205,740   232,910   218,810   

４　その他  －   68,630   22,895   

固定負債合計   2,686,926 10.4  2,959,963 11.4  3,087,979 11.8

負債合計   6,050,132 23.5  5,510,206 21.2  5,357,549 20.5
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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   2,220,000 8.6  － －  2,220,000 8.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,442,574   －   1,442,574   

資本剰余金合計   1,442,574 5.6  － －  1,442,574 5.5

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  555,000   －   555,000   

２　任意積立金  12,560,000   －   12,560,000   

３　中間（当期）未処
分利益

 2,397,462   －   2,770,756   

利益剰余金合計   15,512,462 60.2  － －  15,885,756 60.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  925,646 3.6  － －  1,591,413 6.1

Ⅴ　自己株式   △396,794 △1.5  － －  △398,618 △1.5

資本合計   19,703,889 76.5  － －  20,741,124 79.5

負債・資本合計   25,754,022 100.0  － －  26,098,673 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 2,220,000 8.5 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 1,442,574 －

資本剰余金合計 － － 1,442,574 5.5 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 555,000 －

(2) その他利益剰余

金
   

    研究開発積立金 － 200,000 －

別途積立金 － 12,360,000 －

繰越利益剰余金 － 2,798,296 －

利益剰余金合計  － － 15,913,296 61.2 － －

４　自己株式  － － △398,618 △1.5 － －

株主資本合計  － － 19,177,252 73.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評

価差額金
－ － 1,385,838 5.3 － －

２　繰延ヘッジ損益 － － △66,734 △0.2 － －

評価・換算差額等合

計
－ － 1,319,103 5.1 － －

純資産合計 － － 20,496,356 78.8 － －

負債純資産合計 － － 26,006,562 100.0 － －
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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   5,869,819 100.0  5,380,630 100.0  15,306,302 100.0

Ⅱ　売上原価   4,635,283 79.0  4,305,124 80.0  12,430,471 81.2

売上総利益   1,234,535 21.0  1,075,505 20.0  2,875,830 18.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  916,573 15.6  884,525 16.5  2,144,014 14.0

営業利益   317,961 5.4  190,980 3.5  731,816 4.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  136,412 2.3  86,206 1.6  231,279 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,533 0.0  10,877 0.2  10,423 0.1

経常利益   451,840 7.7  266,309 4.9  952,672 6.2

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  48,460 0.9  350 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,5  319,340 5.5  1,057 0.0  366,250 2.4

税引前中間（当
期）純利益

  132,500 2.2  313,712 5.8  586,771 3.8

法人税、住民税及
び事業税

 3,434   75,871   160,262   

法人税等調整額  △2,460 974 0.0 25,893 101,764 1.9 △78,310 81,952 0.5

中間（当期）純利
益

  131,525 2.2  211,947 3.9  504,819 3.3

前期繰越利益   2,265,936   ―   2,265,936  

中間（当期）未処
分利益

  2,397,462   ―   2,770,756  
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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

資本準備金
資本剰余金
合      計

平成18年３月31日　残高（千円） 2,220,000 1,442,574 1,442,574

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

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） － － －

平成18年９月30日　残高（千円） 2,220,000 1,442,574 1,442,574

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合    計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合    計研究開発

積立金
 別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 555,000 200,000 12,360,000 2,770,756 15,885,756 △398,618 19,149,711

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △169,406 △169,406 △169,406

役員賞与（注） △15,000 △15,000 △15,000

中間純利益 211,947 211,947 211,947

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） － － － 27,540 27,540 － 27,540

平成18年９月30日　残高（千円） 555,000 200,000 12,360,000 2,798,296 15,913,296 △398,618 19,177,252

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,591,413 － 1,591,413 20,741,124

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △169,406

役員賞与（注） △15,000

中間純利益 211,947

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

△205,574 △66,734 △272,309 △272,309

中間会計期間中の変動額合計（千円） △205,574 △66,734 △272,309 △244,768

平成18年９月30日　残高（千円） 1,385,838 △66,734 1,319,103 20,496,356

（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。
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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

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　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　　　　　 ───

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　         ───

②　子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

②　子会社株式および関連会社株式

同左

②　子会社株式および関連会社株式

同左

③　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）

③　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）

③　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）デリバティブ取引

時価法

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産

①　仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　仕掛品

同左

(3）たな卸資産

①　仕掛品

同左

②　原材料

先入先出法による原価法

②　原材料

同左

②　原材料

同左

③　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

③　貯蔵品

同左

③　貯蔵品

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（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　また、取得価額100千円以上200千円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却をしております。

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）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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

　債権の貸倒れ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。

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

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等

　財務内容評価法によっております。

 

 

 

 

(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、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）工事補償等引当金

　販売済製品に対する無償修理費用と追

加工事費用等の支出に備えるため、それ

ぞれ過去の実績に基づき当中間会計期間

末に至る１年間の売上高に一定割合を乗

じて計算した額のほか、個別見積りによ

り計上しております。

(3）工事補償等引当金

同左

(3）工事補償等引当金

　販売済製品に対する無償修理費用と追

加工事費用等の支出に備えるため、それ

ぞれ過去の実績に基づき売上高に一定割

合を乗じて計算した額のほか、個別見積

りにより計上しております。

(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および年

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、過去勤務債務および数理計算上

の差異については発生会計年度で一括償

却しております。

(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および年

金資産の見込額に基づき、当事業年度末

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、過去勤務債務および数理計算上

の差異については、発生会計年度で一括

償却しております。

(5）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるため、

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。

(5）役員退職引当金

同左

(5）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるため、

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。

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　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ただし、為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務等については、振当処

理を行っております。

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

５　ヘッジ会計の方法

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） （ヘッジ対象）

　為替予約
　　外貨建金銭

　　債権債務

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
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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　ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを

回避する目的で、為替予約取引を行い通

常の外貨建営業取引の実績を踏まえ、外

貨建金銭債権債務および成約高の範囲内

で行うこととしております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については、為替予約の

締結時に、リスク管理方針に従って、同

一通貨建による同一金額で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は

完全に確保されているので、中間決算日

における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

同左 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については、為替予約の

締結時に、リスク管理方針に従って、同

一通貨建による同一金額で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は

完全に確保されているので、決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。

６　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

　消費税および地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

６　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

６　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

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69,084千円減

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69,084千円減

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

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

20,563,090千円であります。

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　有形固定資産減価償却累計額

5,729,440千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

5,883,042千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

5,787,067千円

※２　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。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　　　───

※３　　　　　　　─── ※３　中間期末日満期手形

　中間期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

中間期末日満期手形が中間期末残高に含

まれております。

 

　受取手形　　　　　　 　 75,217千円

※３　　　　　　　───

（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　営業外収益の主要項目

受取利息 4,151千円

有価証券利息 51,567千円

受取配当金 43,994千円

為替差益 31,509千円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 2,633千円

有価証券利息 38,636千円

受取配当金 36,941千円

  

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 4,473千円

有価証券利息 92,716千円

受取配当金 52,119千円

為替差益 63,383千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 439千円

仕掛品廃棄損等 1,960千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 206千円

為替差損 9,708千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 987千円

材料貯蔵品処分損 2,081千円

仕掛品処分損 3,856千円

※３　　　　　　 ───

 

※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 6,730千円

工事補償等
引当金戻入益

39,941千円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 350千円

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 31,728千円

工事補償特別損失 218,056千円

減損損失 69,084千円

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,057千円

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 37,666千円

工事補償特別損失 218,056千円

減損損失 69,084千円

※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。

※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。

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

用途 種類 場所

賃貸物件 土地 神奈川県横浜市

遊休資産 土地 兵庫県豊岡市ほか

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

用途 種類 場所

賃貸物件 土地 神奈川県横浜市

遊休資産 土地 兵庫県豊岡市ほか

(2）減損損失の認識に至った経緯

　一部の賃貸物件並びに遊休資産につい

て、市場価格が著しく下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しており

ます。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　一部の賃貸物件並びに遊休資産につい

て、市場価格が著しく下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しており

ます。

(3）減損損失の金額

　減損処理額69,084千円は減損損失とし

て特別損失に計上しております。

(3）減損損失の金額

　減損処理額69,084千円は減損損失とし

て特別損失に計上しております。
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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）

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは原則として地域

別の区分を単位とし、賃貸物件並びに遊

休資産については個々の物件単位で資産

グループとして取り扱っております。

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは原則として地域

別の区分を単位とし、賃貸物件並びに遊

休資産については個々の物件単位で資産

グループとして取り扱っております。

(5）回収可能価額の算定方法

　賃貸物件並びに遊休資産の回収可能価

額は固定資産税評価額等を合理的に調整

して算出した額を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

　賃貸物件並びに遊休資産の回収可能価

額は固定資産税評価額等を合理的に調整

して算出した額を使用しております。

　６　減価償却実施額

有形固定資産 93,773千円

無形固定資産 1,347千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 118,273千円

無形固定資産 1,347千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 217,435千円

無形固定資産 2,695千円

（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 716 － － 716

合計 716 － － 716
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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

累計額相当額およ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

累計額相当額およ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

累計額相当額および期末残高相当額

  

機械及び

装置

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 10,310 160,624 170,934

減価償却累計

額相当額
 7,754 102,723 110,477

中間期末残高

相当額
 2,556 57,901 60,457

  

機械及び

装置

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 7,250 133,816 141,066

減価償却累計

額相当額
 6,500 88,996 95,496

中間期末残高

相当額
 750 44,820 45,570

  

機械及び

装置

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 7,250 147,718 154,968

減価償却累計

額相当額
 5,750 105,479 111,229

期末残高相当

額
 1,500 42,239 43,739

　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 　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 31,945千円

１年超 28,511千円

合計 60,457千円

　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。

２　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 23,721千円

１年超 21,848千円

合計 45,570千円

同左

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,907千円

１年超 16,831千円

合計 43,739千円

　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　支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 18,014千円

減価償却費相当額 18,014千円

３　支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 15,936千円

減価償却費相当額 15,936千円

３　支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 35,168千円

減価償却費相当額 35,168千円

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

（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

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　子会社株式およ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）

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。
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