
 

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 

会 社 名 日本ユピカ株式会社               上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ７８９１                    本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.u-pica.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 荻 野  富 弘 
問い合わせ先 責任者役職名 管理部長 

        氏    名 池 端  敏 廣         ＴＥＬ（０３）３５０８－１８３６(代) 

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 ・ 無（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切り捨て表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円  ％

          6,560     （11.9）

          5,862     （ 5.5)

百万円  ％

           193    （ 105.4）

            94    （△14.9）

百万円  ％

          175   （  92.4）

           91   （△31.6）

１８年３月期          12,377            337           311 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円  ％

             99    （ 132.4）

             42    （△42.1）

円   銭

            18.02 

             7.75 

１８年３月期             190             33.02  

(注)①期中平均株式数 １８年９月中間期 5,499,038株   １７年９月中間期 5,500,000株 

           １８年３月期 5,499,679株 

②会計処理の方法の変更   有 ・ 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

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円 

        11,896 

        10,663 

百万円

          5,958 

          5,754 

％ 

       50.1 

       54.0 

円   銭

     1,083.52 

     1,046.34 

１８年３月期         11,156           5,910        53.0      1,073.29 

(注)①期末発行済株式数 １８年９月中間期 5,499,038株  １７年９月中間期 5,500,000株 

            １８年３月期 5,499,038株 

②期末自己株式数  １８年９月中間期 962株  １７年９月中間期 0株  １８年３月期 962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 

 

通  期 

百万円 

      13,100 

百万円

        400 

百万円

         230 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 41円83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 ― 7.00 7.00 

１９年３月期(実績) ― ― 

１９年３月期(予想) ― 7.00 
7.00 

 

 ※上記の予想は、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ます。実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 なお、上記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「経営成績及び財政状態」を

参照して下さい。 
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［添付資料］ 

(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  1,309,118 1,575,987 1,504,375 

２ キャッシュマネジメ 

  ントシステム預託金 
 500,000 500,000 500,000 

３ 受取手形 ※４ 711,227 738,552 638,401 

４ 売掛金  3,275,008 4,223,598 3,564,385 

５ たな卸資産  998,275 998,866 1,095,273 

６ その他  160,043 177,966 127,103 

７ 貸倒引当金  △27,656 △14,374 △18,333 

流動資産合計   6,926,017 64.9 8,200,595 68.9  7,411,206 66.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 
 

  

(1) 建物  815,071 782,161 799,651 

(2) 機械及び装置  984,307 892,674 929,649 

(3) 土地  1,340,442 1,340,442 1,340,442 

(4) その他  207,373 240,521 242,787 

有形固定資産合計  3,347,194 31.4 3,255,799 27.4 3,312,530 29.7

２ 無形固定資産  16,792 0.2 18,895 0.2 25,964 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  108,573 119,365 125,990 

(2) 関係会社株式  71,500 74,500 71,500 

(3) その他  226,197 256,369 241,783 

(4) 貸倒引当金  △32,952 △28,849 △32,952 

投資その他の資産合計  373,318 3.5 421,385 3.5 406,321 3.7

固定資産合計   3,737,305 35.1 3,696,080 31.1  3,744,816 33.6

資産合計   10,663,323 100.0 11,896,676 100.0  11,156,023 100.0
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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 ※４ 1,011,747 1,313,426 1,090,850 

２ 買掛金  2,279,123 3,061,047 2,570,701 

３ １年内返済長期借入金  188,800 162,800 162,800 

４ 未払法人税等  53,268 88,621 124,288 

５ 賞与引当金  64,076 72,393 76,475 

６ 役員賞与引当金  ― 4,250 ― 

７ その他 ※２ 290,467 321,177 264,040 

流動負債合計   3,887,483 36.4 5,023,717 42.2  4,289,155 38.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  311,600 148,800 230,200 

２ 退職給付引当金  361,289 396,496 373,869 

３ 役員退職慰労引当金  16,884 36,744 20,292 

４ 再評価に係る 

  繰延税金負債 
 312,532 312,532 312,532 

５ その他  18,684 20,090 19,416 

固定負債合計   1,020,989 9.6 914,663 7.7  956,309 8.6

負債合計   4,908,473 46.0 5,938,381 49.9  5,245,465 47.0

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,100,900 10.3 ― ―  1,100,900 9.9

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  889,640 ― 889,640 

資本剰余金合計   889,640 8.3 ― ―  889,640 8.0

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  73,987 ― 73,987 

２ 任意積立金  2,960,000 ― 2,960,000 

３ 中間(当期)未処分利益  234,135 ― 381,623 

利益剰余金合計   3,268,122 30.7 ― ―  3,415,610 30.6

Ⅳ 土地再評価差額金   468,798 4.4 ― ―  468,798 4.2

Ⅴ その他有価証券 

  評価差額金 
  27,388 0.3 ― ―  36,243 0.3

Ⅵ 自己株式   ― ― ― ―  △634 △0.0

資本合計   5,754,849 54.0 ― ―  5,910,558 53.0

負債資本合計   10,663,323 100.0 ― ―  11,156,023 100.0
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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   ― 1,100,900 9.3  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 889,640 ― 

資本剰余金合計   ― 889,640 7.5  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 73,987 ― 

(2) その他利益剰余金    

 別途積立金  ― 3,110,000 ― 

 繰越利益剰余金  ― 283,711 ― 

利益剰余金合計   ― 3,467,698 29.1  ―

４ 自己株式   ― △634 △0.0  ―

株主資本合計   ― 5,457,603 45.9  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 

  評価差額金 
  ― 31,892 0.3  ―

２ 土地再評価差額金   ― 468,798 3.9  ―

評価・換算差額等 

合計 
  ― 500,691 4.2  ―

純資産合計   ― 5,958,295 50.1  ―

負債純資産合計   ― 11,896,676 100.0  ―
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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   5,862,090 100.0 6,560,375 100.0  12,377,947 100.0

Ⅱ 売上原価   5,024,885 85.7 5,583,031 85.1  10,531,813 85.1

  売上総利益   837,205 14.3 977,343 14.9  1,846,134 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   742,775 12.7 783,354 11.9  1,508,375 12.2

  営業利益   94,429 1.6 193,989 3.0  337,758 2.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  19,869 0.3 18,657 0.3  32,696 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  23,152 0.4 37,253 0.6  59,313 0.5

  経常利益   91,146 1.5 175,392 2.7  311,141 2.5

Ⅵ 特別利益   6,078 0.1 8,061 0.1  15,401 0.1

Ⅶ 特別損失 ※３  14,785 0.2 20,915 0.3  22,690 0.2

  税引前中間(当期)純利益   82,438 1.4 162,538 2.5  303,852 2.4

  法人税、住民税及び事業税  37,100 70,000 132,000 

  法人税等調整額  2,713 39,813 0.7 △6,543 63,457 1.0 △18,261 113,739 0.9

  中間(当期)純利益   42,625 0.7 99,081 1.5  190,113 1.5

  前期繰越利益   191,510 ―  191,510

  中間(当期)未処分利益   234,135 ―  381,623
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金利益準備金

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(千円) 1,100,900 889,640 73,987 2,960,000 381,623 3,415,610 △634 5,405,515

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立  150,000 △150,000 ―  ―

 剰余金の配当（注）  △38,493 △38,493  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500 △8,500  △8,500

 中間純利益  99,081 99,081  99,081

  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) 

 150,000 △97,911 52,088  52,088

平成18年９月30日残高(千円) 1,100,000 889,640 73,987 3,110,000 283,711 3,467,698 △634 5,457,603

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
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) 36,243 468,798 505,042 5,910,558

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立  ―

 剰余金の配当（注）  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500

 中間純利益  99,081

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△4,351 △4,351 △4,351

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,351 △4,351 47,736

平成18年９月30日残高(千円) 31,892 468,798 500,691 5,958,295

（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 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によ

っております。 

②その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

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

法により算定しておりま

す。) 

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

②その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

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

均法により算定しており

ます。) 

ｂ 時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

②その他有価証券 

ａ 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。) 

 

 

ｂ 時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

総平均法による原価法によっ

ております。 

 (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 

定額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。 

建物及び構築物  25～35年 

機械装置及び運搬具 7～ 8年 

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。た

だし、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 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。 

① 一般債権 

    貸倒実績率法によっており

ます。 

② 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 

 

 

① 一般債権 

同左 

 

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

① 一般債権 

同左 

 

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充て

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 
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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) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当

会計年度におけるにおける支給

見込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

 

（会計方針の変更） 

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 4,250千円減少しており

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。 

(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

給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員に支給する退職慰労金に

充てるため、役員退職慰労金内

規に基づく中間期末要支給相当

額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員に支給する退職慰労金に

充てるため、役員退職慰労金内

規に基づく期末要支給相当額を

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 

ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップについて、特例処理

を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

金利変動によるリスクのあ

る借入金の利息。 

(3) ヘッジ方針 

長期借入金の期中平均残高を

超えない範囲での金利スワップ

のみを行うこととしておりま

す。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

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 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

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) 

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 

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、5,958,295千円であり

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

額は6,509,111千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は 6,634,680千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は 6,542,784千円でありま

す。 

※２ 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

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２     同左 

 

※２  ――――――――― 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等はつぎのとおりであ

ります。 

 

貸出コミット
メントの金額 

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間会計期間末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等はつぎのとおりであ

ります。 

 

貸出コミット
メントの金額

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当事業年度末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行

残高等はつぎのとおりでありま

す。 

 

貸出コミット
メントの金額 

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

※４  ――――――――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理につきましては、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、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれておりま

す。 

   受取手形  82,183千円 

   支払手形 238,568千円 

※４  ――――――――― 

(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は次の

とおりであります。 

受取配当金 3,206千円

賃貸料収入 11,078千円
 

※１ 営業外収益の主なものは次の

とおりであります。 

受取配当金 3,855千円

賃貸料収入 7,529千円
 

※１ 営業外収益の主なものは次の

とおりであります。 

受取配当金 3,538千円

賃貸料収入 20,808千円
 

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 3,807千円

賃貸資産維持費 5,594千円
 

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 2,420千円

賃貸資産維持費 5,482千円

たな卸資産廃棄損 20,497千円
 

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 6,584千円

賃貸資産維持費 11,205千円

たな卸資産廃棄損 20,490千円
 

※３ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産売却損 9,998千円

固定資産除却損 4,787千円
 

※３ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産除却損 15,705千円

 
 

※３ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産売却損 9,924千円

固定資産除却損 12,766千円
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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 当中間会計期間における減価

償却実施額は次のとおりであり

ます。 

有形固定資産 99,192千円

無形固定資産 1,427千円
 

 ４ 当中間会計期間における減価

償却実施額は次のとおりであり

ます。 

有形固定資産 102,898千円

無形固定資産 1,858千円
 

 ４ 当期における減価償却実施額

は次のとおりであります。 

 

有形固定資産 202,445千円

無形固定資産 2,854千円
 

 

(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） 962 ― ― 962 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる有価証券報告書の開示をおこなうため、記載を省略しております。 

 

(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) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(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 1,046.34円

 

１株当たり純資産額 1,083.52円

 

１株当たり純資産額 1,073.29円

 

１株当たり中間純利益 7.75円

 

１株当たり中間純利益 18.02円

 

１株当たり当期純利益 33.02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

式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度

純資産の部合計額（千円）           ：① ― 5,958,295 ― 

純資産の部合計額から控除する金額（千円）   ：② ― ― ― 

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（千円）：①－② ― 5,958,295 ― 

１株当り純資産額の算定に用いられた 
中間期末(期末)の普通株式の数（株） 

― 5,499,038 ― 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度

中間(当期)純利益（千円）           ：① 42,625 99,081 190,113 

普通株主に帰属しない金額（千円）       ：② 
  （うち利益処分による役員賞与金） 

― 
(―)

― 
(―) 

8,500 
(8,500)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円）    ：①－② 42,625 99,081 181,613 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,500,000 5,499,038 5,499,679 
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