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平成19年4月期  個別中間財務諸表の概要         

平成18年12月13日   

上 場 会 社 名   株式会社 東 研            上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号   6738                  本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.tohken.co.jp/） 

代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 小平 学 

問合せ先責任者  役職名 取締役総務部長  氏名 大類 隆義   ＴＥＬ（03）5325－4321（代表） 

決算取締役会開催日   平成18年12月13日         配当支払開始日     平成―年―月―日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

 

 

１．18年10月中間期の業績（平成18年5月1日～平成18年10月31日） 

(1) 経営成績                                       (百万円未満切捨) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年10月中間期 

17年10月中間期 

百万円   ％

2,423 （  9.8）

2,207 （ △9.3）

百万円   ％

70 （   ― ）

△54 （   ― ）

百万円   ％

65 （   ― ）

△56 （   ― ）

18年 4月期 4,931      142      126      

 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 

18年10月中間期 

17年10月中間期 

百万円   ％

34 （   ― ）

△37 （   ― ）

円  銭

4  44 

△5  84 

18年 4月期 68      9  71 

(注) 1.期中平均株式数 18年10月中間期 7,739,656株 17年10月中間期6,350,669株 18年 4月期 7,070,802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                                       (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 

 

18年10月中間期 

17年10月中間期 

百万円 

6,346  

6,733  

百万円

2,683 

2,713 

％ 

42.3  

40.3  

円  銭

350  36  

348  91  

18年 4月期 6,714  2,815 41.9  361  54  

(注) 1.期末発行済株式数 18年10月中間期 7,658,560株  17年10月中間期 7,778,360株  18年 4月期 7,788,360株 

   2.期末自己株式数  18年10月中間期  267,440株  17年10月中間期  86,640株  18年 4月期  137,640株 

 

２．19年4月期の業績予想（平成18年5月1日～平成19年4月30日） 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  18 円 80 銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たりの配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

18年４月期 ―  13.00 13.00

19年４月期（実績） ―  ― 

19年４月期（予想） ―  13.00
13.00

※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。 

 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 

通 期 

百万円

5,550 

百万円

260 

百万円

144 
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７ 【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10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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  952,973 622,799  846,314 

２ 受取手形 ※6 361,842 266,544  296,257 

３ 売掛金  2,374,382 2,272,789  2,572,736 

４ たな卸資産  1,152,522 1,183,024  1,093,641 

５ その他  113,692 111,648  89,250 

貸倒引当金  △806 △335  △665 

流動資産合計  4,954,605 73.6 4,456,471 70.2  4,897,534 72.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1,2 559,816 539,797  543,322 

(2) 土地 ※2 606,047 606,047  606,047 

(3) その他 ※1 154,804 154,549  145,697 

有形固定資産合計  1,320,667 19.6 1,300,393 20.5  1,295,067 19.3

２ 無形固定資産    

(1) その他  29,390 36,538  38,850 

無形固定資産合計  29,390 0.4 36,538 0.6  38,850 0.6

３ 投資その他の資産    

(1) その他  445,478 553,684  483,623 

貸倒引当金  △16,225 △228  △229 

投資その他の資産合計  429,253 6.4 553,456 8.7  483,394 7.2

固定資産合計  1,779,311 26.4 1,890,388 29.8  1,817,312 27.1

資産合計  6,733,917 100.0 6,346,860 100.0  6,714,846 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30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 ※6 573,214 963,860  688,192 

２ 買掛金  1,231,668 925,517  1,192,896 

３ 一年以内償還予定社債  40,000 40,000  40,000 

４ 短期借入金 ※2 1,195,854 860,614  760,000 

５ その他 ※5 159,348 252,090  584,537 

流動負債合計  3,200,085 47.5 3,042,082 47.9  3,265,625 48.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  100,000 60,000  80,000 

２ 長期借入金 ※2 606,258 465,144  459,535 

３ 退職給付引当金  42,169 26,974  20,337 

４ 役員退職慰労引当金  71,482 69,409  73,529 

固定負債合計  819,910 12.2 621,527 9.8  633,401 9.5

負債合計  4,019,995 59.7 3,663,609 57.7  3,899,027 58.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※3 1,122,000 16.7 ― ―  1,134,200 16.9

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  982,000 ―  994,200 

資本剰余金合計  982,000 14.6 ― ―  994,200 14.8

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  44,392 ―  44,392 

２ 任意積立金  420,000 ―  420,000 

３ 中間（当期）未処分利益  204,808 ―  310,603 

利益剰余金合計  669,200 9.9 ― ―  774,995 11.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,682 0.0 ― ―  3,049 0.0

Ⅴ 自己株式  △60,961 △0.9 ― ―  △90,627 △1.3

資本合計  2,713,922 40.3 ― ―  2,815,818 41.9

負債資本合計  6,733,917 100.0 ― ―  6,714,846 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,134,200 17.9  

２ 資本剰余金    

(１)資本準備金  994,200   

資本剰余金合計  994,200 15.7  

３ 利益剰余金    

(１)利益準備金  44,392   

(２)その他利益剰余金    

別途積立金  420,000   

繰越利益剰余金  243,714   

利益剰余金合計  708,106 11.1  

４ 自己株式  △155,304 △2.4  

株主資本合計  2,681,202 42.3  

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  2,047 0.0  

評価・換算差額等合計  2,047 0.0  

純資産合計  2,683,250 42.3  

負債純資産合計  6,346,860 100.0  
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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  2,207,467 100.0 2,423,841 100.0  4,931,083 100.0

Ⅱ 売上原価  1,437,594 65.1 1,501,853 62.0  3,170,098 64.3

売上総利益  769,873 34.9 921,987 38.0  1,760,984 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  823,910 37.3 851,873 35.1  1,618,662 32.8

営業利益又は営業損失（△）  △54,037 △2.4 70,114 2.9  142,322 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 30,257 1.4 13,645 0.6  41,871 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※2 32,266 1.5 18,679 0.8  57,441 1.2

経常利益又は経常損失（△）  △56,045 △2.5 65,080 2.7  126,752 2.6

Ⅵ 特別利益 ※3 8,629 0.3 331 0.0  8,629 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4,5 4,832 0.2 2,259 0.1  4,832 0.1

税引前中間（当期）純利益

又は税引前中間純損失（△）
△52,249 △2.4 63,152 2.6  130,549 2.6

法人税、住民税及び事業税  6,623 37,043  61,122 

法人税等調整額  △21,760 △15,137 △0.7 △8,250 28,792 1.2 743 61,866 1.2

中間（当期）純利益 
又は中間純損失（△） 

 △37,111 △1.7 34,359 1.4  68,683 1.4

前期繰越利益  241,920   241,920

中間（当期）未処分利益  204,808   310,603
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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５月１日 至 平成18年10月31日） 

 

株主資本 
評価・ 

換算差額等

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 

自己株式
株主資本 
合計 

その他 
有価証券
評価差額金

純資産合計

平成18年４月30日 
残高（千円） 

1,134,200 994,200 44,392 420,000 310,603 △90,627 2,812,768 3,049 2,815,818

中間会計期間中の 
変動額 

  

剰余金の配当  △101,248 △101,248 △101,248

中間純利益  34,359 34,359 34,359

自己株式の取得  △64,677 △64,677 △64,677

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

  △1,002 △1,002

中間会計期間中の 
変動額合計（千円） 

― ― ― ― △66,888 △64,677 △131,565 △1,002 △132,567

平成18年10月31日 
残高（千円） 

1,134,200 994,200 44,392 420,000 243,714 △155,304 2,681,202 2,047 2,683,250
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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５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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によっ

ております。 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価格

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）によっております。 

    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 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 

   同左 

 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価格

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）によっております。 

    時価のないもの 

    同左 

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 

   同左 

 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    事業年度末日の市場価格等に

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）

によっております。 

    時価のないもの 

    同左 

 (2) たな卸資産 

   製品・仕掛品 

   月次移動平均法による原価法に

よっております。 

 (2) たな卸資産 

   製品・仕掛品 

   同左 

 (2) たな卸資産 

   製品・仕掛品 

   同左 

   商品・原材料 

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

   商品・原材料 

   同左 

   商品・原材料 

   同左 

   貯蔵品 

   最終仕入原価法によっておりま

す。 

   貯蔵品 

   同左 

   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、諏訪工場及び平成10年

４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については

定額法によっております。 

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) 無形固定資産及び長期前払費用 

   定額法によっております。 

   なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。 

 (2) 無形固定資産及び長期前払費用

   同左 

 (2) 無形固定資産及び長期前払費用

   同左 

３ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

   支出時に全額費用処理しており

ます。 

   なお、新株発行費は中間損益計

算書上、営業外費用に計上して

おります。 

――――― ３ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

   支出時に全額費用処理しており

ます。 

   なお、新株発行費は損益計算書

上、営業外費用に計上しており

ます。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

４ 引当金の計上基準 

 (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

等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、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。 

 (2) 退職給付引当金 

   同左 

 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、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。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

   役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規による当中

間期末要支給額を計上しており

ます。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 

   役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規による期末

要支給額を計上しております。 

５ 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

常の賃貸借取引に準じた会計処理方

法によっております。 

５ リース取引の処理方法 

  同左 

５ リース取引の処理方法 

  同左 

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方法 

  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方法 

  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方法 

  同左 

 

中間財務諸表作成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５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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

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損失が

4,832千円増加しております。 

――――― （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

4,832千円減少しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当中間会計期間から「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）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、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,683,250千円であり

ます。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、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10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年10月31日) 

前事業年度末 
(平成18年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,083,840千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,104,476千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,106,973千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 405,005千円

土地 574,212千円

 計 979,217千円

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 450,000千円

長期借入金 
(一年以内返済
予定長期借入
金を含む) 

853,012千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 387,461千円

土地 574,212千円

 計 961,673千円

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 166,000千円

長期借入金 
(一年以内返済
予定長期借入金
を含む) 

741,458千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 396,108千円

土地 574,212千円

 計 970,320千円

   担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金 430,000千円

長期借入金 
(一年以内返済
予定長期借入
金を含む) 

691,489千円

 
※３ 当中間期中の発行済株式数の増

加内訳 

   新株予約権の行使 

   (1)発行株式数 

65,000株 

   (2)発行価格 

１株につき400円 

   (3)資本組入額 

１株につき200円 

   (4)資本組入額の総額 

13,000千円 

 

   第三者割当による新株式の発行 

   (1)発行株式数 

1,700,000株 

   (2)発行価格 

１株につき700円 

   (3)資本組入額 

１株につき350円 

   (4)資本組入額の総額 

595,000千円 

――――― ※３ 当期中の発行済株式数の増加内

訳 

   新株予約権の行使 

   (1)発行株式数 

126,000株

   (2)発行価格 

１株につき400円

   (3)資本組入額 

１株につき200円

   (4)資本組入額の総額 

25,200千円

 

   第三者割当による新株式の発行

   (1)発行株式数 

1,700,000株

   (2)発行価格 

１株につき700円

   (3)資本組入額 

１株につき350円

   (4)資本組入額の総額 

595,000千円

 ４ 受取手形割引高 

 115,993千円 

 ４ 受取手形割引高 

288,512千円

 ４ 受取手形割引高 

276,069千円

※５ 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、流動負債のその

他に含めて表示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

   同左 

――――― 

――――― ――――― ※６ 事業年度末日満期手形の会計処

理については、満期日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。 

   なお、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の事

業年度末日満期手形を、事業年

度末日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 受取手形 5,155千円

 支払手形 25,718千円
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

※１ 営業外収益の主な内訳 

 受取利息 70千円

 受取配当金 19,559千円
 

※１ 営業外収益の主な内訳 

 受取利息 794千円

 受取配当金 7,015千円
 

※１ 営業外収益の主な内訳 

 受取利息 226千円

 受取配当金 19,559千円
 

※２ 営業外費用の主な内訳 

 支払利息 22,574千円

 新株発行費 5,988千円
 

※２ 営業外費用の主な内訳 

 支払利息 13,627千円

 債権売却損 2,099千円

 前中間会計期間において主

な内訳として「支払利息」に

含めて表示しておりました

「債権売却損」は、重要性が

増したため、当中間会計期間

より区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の

「債権売却損」は、1,760千円

であります。 

※２ 営業外費用の主な内訳 

 支払利息 38,143千円

 
 

※３ 特別利益の主な内訳 

 投資有価証券 
 売却益 

8,629千円

 

※３ 特別利益の主な内訳 

 貸倒引当金
 戻入益 

331千円

 

※３ 特別利益の主な内訳 
 投資有価証券 
 売却益 8,629千円

 
※４ 特別損失の主な内訳 

 減損損失 4,832千円
 

※４ 特別損失の主な内訳 
 機械及び装置 
 除却損 

1,833千円

 工具器具備品 
 除却損 

425千円
 

※４ 特別損失の主な内訳 

 減損損失 4,832千円 
 

※５ 減損損失 

 当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

遊休 土地 
長野県
諏訪郡

4,832 

（経緯） 

 上記の土地は、社宅用として

購入しましたが、現在は遊休資

産となっております。地価も著

しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

 事業別を基本とし、遊休資産

については個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 回収可能価額は正味売却価額

とし、固定資産税評価額に基づ

いて算定しております。 

――――― ※５ 減損損失 

 当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額
(千円)

遊休 土地 
長野県
諏訪郡

4,832

（経緯） 

 上記の土地は、社宅用として

購入しましたが、現在は遊休資

産となっております。地価も著

しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

 事業別を基本とし、遊休資産

については個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 回収可能価額は正味売却価額

とし、固定資産税評価額に基づ

いて算定しております。 

 ６ 減価償却実施額 

 有形固定資産 44,606千円

 無形固定資産 2,683千円
 

 ６ 減価償却実施額 

 有形固定資産 40,042千円

 無形固定資産 2,929千円
 

 ６ 減価償却実施額 

 有形固定資産 89,278千円

 無形固定資産 5,981千円
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(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５月１日 至 平成18年10月31日） 
 

 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（千株） 137 129 ― 267 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加 129千株 

 単元未満株式の買取りによる増加 ０千株 

 

(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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 

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 

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 

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) 

工具器具 
備品 

7,921 4,812 3,108 

合計 7,921 4,812 3,108 

(注)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。 

 
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)

工具器具
備品 

13,252 6,091 7,161

合計 13,252 6,091 7,161

(注)同左  

 
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)

工具器具 
備品 

13,252 4,766 8,486

合計 13,252 4,766 8,486

(注)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年以内 1,388千円

１年超 1,720千円

 計 3,108千円

(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年以内 2,650千円

１年超 4,510千円

 計 7,161千円

(注)同左  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 2,650千円

１年超 5,835千円

 計 8,486千円

(注)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 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 792千円

減価償却費相当額 792千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 1,325千円

減価償却費相当額 1,325千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料 2,215千円

減価償却費相当額 2,215千円
 

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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年10月31日)、当中間会計期間末(平成18年10月31日)及び前事業年度末(平

成18年４月30日)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。 

 

(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 348円91銭
 

１株当たり純資産額 350円36銭
 

１株当たり純資産額 361円54銭
 

１株当たり中間純損失 ５円84銭
 

１株当たり中間純利益 ４円44銭
 

１株当たり当期純利益 ９円71銭
 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
については、１株当たり中間純損失で
あるため記載しておりません。 
 
 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
については、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
 
 

９円68銭

 
 

(注)１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定上の基礎 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利益 
又は１株当たりは中間純損失 

   

 中間(当期)純利益又は 
 中間純損失（△）(千円) 

△37,111 34,359 68,683 

 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 
 又は中間純損失（△）(千円) 

△37,111 34,359 68,683 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,350 7,739 7,070 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

   

 中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ― 

 普通株式増加数(千株) ― ― 20 

 (うち新株引受権)(千株) ― ― 20 

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 
株主総会の特別決議日 
平成13年１月29日 
（新株引受権80,000株）
平成14年７月24日 
（新株予約権   229個）
平成17年７月26日 
（新株予約権   200個）

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  219個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権  188個） 

新株予約権 
株主総会の特別決議日 
平成14年７月24日 
（新株予約権  221個） 
平成17年７月26日 
（新株予約権  191個） 
 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 


