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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 （百万円未満切捨）

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 378 (△50.4) △13 (     －) △38 (     －)

17年９月中間期 762 (  10.4) 399 (   61.3) 346 (   82.8)

18年３月期 1,535 767 680

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 △16 (     －) △1 22

17年９月中間期 455 (  392.7) 32 89

18年３月期 638 46 45

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 13,542,753株  17年9月中間期 13,836,328株 18年3月期   13,747,781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 （百万円未満切捨）

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 15,328 3,554 23.2 262 46

17年９月中間期 14,021 3,602 25.7 261 68

18年３月期 14,649 3,689 25.2 272 14

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 13,541,638株 17年9月中間期 13,765,438株 18年3月期 13,556,638株

②期末自己株式数 18年9月中間期 438,026株 17年9月中間期 214,226株 18年3月期 423,026株

２．平成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 1,230  366  398  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　29円39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 － 8.00 8.00

19年３月期（実績） － －
8.00

19年３月期（予想） － 8.00

 

※　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           

１．現金及び預金  3,437,840   1,697,177   4,045,857   

２．売掛金  121,466   64,914   129,975   

３．その他 ※２ 492,478   524,613   495,990   

流動資産合計   4,051,785 28.9  2,286,704 14.9  4,671,823 31.9

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１  5,108 0.0  5,313 0.0  3,642 0.0

(2）無形固定資産   68,934 0.5  56,000 0.4  64,292 0.5

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  225,330   82,939   226,908   

２．関係会社株式  9,524,933   12,747,816   9,534,933   

３．その他  145,813   149,905   147,607   

投資その他の資産
合計

  9,896,076 70.6  12,980,661 84.7  9,909,448 67.6

固定資産合計   9,970,120 71.1  13,041,975 85.1  9,977,383 68.1

資産合計   14,021,905 100.0  15,328,680 100.0  14,649,207 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．短期借入金  300,000   1,900,000   700,000   

２．関係会社短期借入
金

 3,552,586   4,365,519   4,147,827   

３．一年内償還予定社
債

 100,000   100,000   100,000   

４．一年内返済予定長
期借入金

 734,100   729,800   734,100   

５．未払金  477,996   277,342   273,666   

６．未払法人税等  167,405   167,023   329,393   

７．賞与引当金  15,244   1,823   12,226   

８．その他 ※２ 48,673   27,700   56,210   

流動負債合計   5,396,005 38.5  7,569,208 49.4  6,353,424 43.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  1,050,000   950,000   1,000,000   

２．長期借入金  3,971,925   3,254,800   3,604,875   

３．その他  1,873   527   1,624   

固定負債合計   5,023,798 35.8  4,205,327 27.4  4,606,499 31.4

負債合計   10,419,803 74.3  11,774,536 76.8  10,959,924 74.8
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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   700,000 5.0  － －  700,000 4.8

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  175,000   －   175,000   

２．その他資本剰余金  1,938,803   －   1,938,803   

資本剰余金合計   2,113,803 15.1  － －  2,113,803 14.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処
分利益

 859,456   －   1,042,846   

利益剰余金合計   859,456 6.1  － －  1,042,846 7.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  415 0.0  － －  1,355 0.0

Ⅴ　自己株式   △71,573 △0.5  － －  △168,722 △1.1

資本合計   3,602,101 25.7  － －  3,689,283 25.2

負債及び資本合計   14,021,905 100.0  － －  14,649,207 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  700,000 4.6  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   175,000   －   

(2) その他資本剰余
金 

 －   1,938,803   －   

資本剰余金合計   － －  2,113,803 13.8  － －

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  －   917,919   －   

利益剰余金合計   － －  917,919 6.0  － －

４．自己株式   － －  △176,448 △1.2    

株主資本合計   － －  3,555,274 23.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △1,009 △0.0  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △120 △0.0  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △1,130 △0.0  － －

純資産合計   － －  3,554,143 23.2  － －

負債純資産合計   － －  15,328,680 100.0  － －
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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   762,036 100.0  378,379 100.0  1,535,241 100.0

売上総利益   762,036 100.0  378,379 100.0  1,535,241 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理
費

  362,336 47.5  391,698 103.5  767,284 50.0

営業利益又は営業
損失（△）

  399,699 52.5  △13,318 △3.5  767,956 50.0

Ⅲ　営業外収益 ※１  5,693 0.7  23,308 6.1  25,061 1.6

Ⅳ　営業外費用 ※２  58,577 7.7  48,609 12.8  112,286 7.3

経常利益又は経常
損失（△）

  346,816 45.5  △38,619 △10.2  680,731 44.3

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間（当期）
純損失（△）

  346,816 45.5  △38,619 △10.2  680,731 44.3

法人税、住民税及
び事業税

 163,382   △51,018   324,481   

過年度法人税等還
付額 

 △261,572   －   △261,572   

法人税等調整額  △10,133 △108,323 △14.2 28,872 △22,145 △5.9 △20,707 42,201 2.7

中間（当期）純利
益又は中間（当
期）純損失（△）

  455,140 59.7  △16,474 △4.4  638,530 41.6

前期繰越利益   404,316   －   404,316  

中間（当期）未処
分利益

  859,456   －   1,042,846  
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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 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

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
700,000 175,000 1,938,803 2,113,803 1,042,846 1,042,846 △168,722 3,687,927

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注)     △108,453 △108,453  △108,453

中間純利益     △16,474 △16,474  △16,474

自己株式の取得       △7,726 △7,726

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）
－ － － － △124,927 △124,927 △7,726 △132,653

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 （千円）
700,000 175,000 1,938,803 2,113,803 917,919 917,919 △176,448 3,555,274

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）
1,355 － 1,355 3,689,283

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注)    △108,453

中間純利益    △16,474

自己株式の取得    △7,726

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△2,365 △120 △2,486 △2,486

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　　 （千円）
△2,365 △120 △2,486 △135,139

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 （千円）
△1,009 △120 △1,130 3,554,143

 (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。

－ 5 －



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

(1) 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

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　　　同左

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

　　　　　同左

２．固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産

定率法

(1) 有形固定資産

 

(1) 有形固定資産

 

　ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物（建物付属設備は除
く）については、定額法によって
おります。
　なお、取得価額が10万円以上20
万円未満の資産については、３年
で均等償却する方法を採用してお
ります。

　　　　　同左　 　　　　　同左　

　なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 

  

　そ 　の 　他　　 2～13年 　  

(2) 無形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

 

(2) 無形固定資産

 

　なお、自社利用のソフトウエア
については、社内における利用可
能期間(５年)に基づいております。

　　　　　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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失
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) 賞与引当金

　従業員等の賞与支給に備えるた
め、将来の支給見積額のうち当中
間会計期間の負担額を計上してお
ります。

(2) 賞与引当金

 
 
　　　　　同左　

(2) 賞与引当金

　従業員等の賞与支給に備えるた
め、将来の支給見積額のうち当事
業年度の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
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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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっ
ております。なお、特例処理の要件
を満たしている金利スワップについ
ては特例処理によっております。 

　　　　　同左　 　　　　　　同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段…金利スワップ

　　ヘッジ対象…借入金の利息

(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

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支
改善のため、対象債務の範囲内で
ヘッジを行っております。

　　　　　同左　 　　　　　　同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判断時点
までの期間において、ヘッジ対象と
ヘッジ手段の相場変動の累計を比較
し、両者の変動額を基礎にして判断
しておりますが、契約内容等により
ヘッジに高い有効性が明らかに認め
られる場合については有効性の判断
を省略しております。

　　　　　同左　 　　　　　　同左

６．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

(1) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2) 　　　────

(1) 消費税等の会計処理

　　　　　　同左

(2) 連結納税制度の適用

　当中間会計期間から連結納税制度

を適用しております。

(1) 消費税等の会計処理

　　　　　　同左

(2) 　　　────

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）

────

 

（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3,554,264千円であります。

　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

2,591千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

     6,158千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　

   4,736千円

※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、金額的重要性が乏しいため、

流動負債「その他」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、金額的重要性が乏しいため、

流動資産「その他」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）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

還付加算金   4,433千円  受取手数料   18,668千円 受取手数料   18,318千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 50,814千円 支払利息     44,275千円 支払利息   96,624千円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産    1,737千円

無形固定資産   13,894千円

有形固定資産      1,422千円

無形固定資産     13,615千円

有形固定資産      3,882千円

無形固定資産     26,597千円

（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） 423 15 － 438

 　　　　合計 423 15 － 438

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、旧商法第211条ノ3第１項第２号の規定に基づく自己株式の買い受

けによる増加であります。
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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）

１．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、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．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、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．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、減損損失累計額相当額

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」

97,287 53,248 44,038

無形固定資産
「その他」

8,228 7,131 1,097

計 105,515 60,379 45,136

 

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」

87,368 62,554 24,813

無形固定資産
「その他」

－ － －

計 87,368 62,554 24,813

 

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」

97,287 62,976 34,310

無形固定資産
「その他」

8,228 7,954 274

計 105,515 70,931 34,584

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料中間期末残高相当額     未経過リース料中間期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

１年内       20,713千円

１年超       25,857千円

合計       46,570千円

１年内       15,906千円

１年超          9,950千円

合計       25,857千円

１年内        19,021千円

１年超        16,844千円

合計        35,865千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料       11,409千円

減価償却費相当額       10,704千円

支払利息相当額    678千円

支払リース料    10,416千円

減価償却費相当額     9,771千円

支払利息相当額       407千円

支払リース料      22,657千円

減価償却費相当額      21,256千円

支払利息相当額    1,221千円

(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

(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。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　同左　　

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内      2,136千円

１年超      1,246千円

合計      3,382千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内           1,608千円

１年超           －千円

合計           1,608千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内        2,136千円

１年超           178千円

合計           2,314千円

(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 

（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において、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    261円68銭

１株当たり中間純利益金額  32円89銭

１株当たり純資産額    262円46銭

１株当たり中間純損失金額 1円22銭

１株当たり純資産額  272円14銭

１株当たり当期純利益金額   46円45銭

　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、希薄化効果を有している

潜在株式が存在してい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、１株当たり中間純損失で

あり、また、希薄化効果を有している潜在株

式が存在してい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、希薄化効果を有している

潜在株式が存在してい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）純利益金額 455,140 △16,474 638,530

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）
455,140 △16,474 638,530

期中平均株式数（千株） 13,836 13,542 13,747

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

 

新株予約権１種類（新株予

約権の目的となる株式338

個）。

新株予約権１種類（新株予

約権の目的となる株式318

個）。

新株予約権１種類（新株予

約権の目的となる株式331

個）。

（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。 

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）

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 該当事項はありません。 
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