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決算取締役会開催日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 単元株制度の有無 有　(1単元100株）

１． 平成１８年１１月中間期の業績（平成１８年５月２１日～平成１８年１１月２０日）
 (1) 経営成績 (百万円未満切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
１８年１１月中間期 ７，３８８ （△22.5） ６７５ (△44.3） ７１２ （△42.6）
１７年１１月中間期 ９，５３１ （53.9） １，２１２ (254.6） １，２４２ （241.3）

１８，１０２ （19.5） ２，１１４ （62.0） ２，１６７ （62.0）

百万円 ％
１８年１１月中間期 ３８０ （35.4）
１７年１１月中間期 ２８０ （－）

９３５ （187.8）
(注)  ①  持分法投資損益  18年11月中間期  －百万円  －百万円 18年5月期  －百万円

       ②  期中平均株式数  18年11月中間期 14,884,555株 14,890,625株 18年5月期 14,888,321株

       ③  会計処理の方法の変更 無

       ④  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、対前年度中間期増減率

 (2) 財政状態

       百万円 百万円 ％
１８年１１月中間期 ８０．２
１７年１１月中間期 ６７．４

(注)  ① 期末発行済株式数 18年11月中間期 14,884,324株 14,888,148株 18年5月期 14,884,699株

       ② 期末自己株式数 18年11月中間期 1,115,832株 1,112,008株 18年5月期 1,115,457株

＊期末発行株式数は、自己株式を控除しております。

 (3) キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円
１８年１１月中間期
１７年１１月中間期

２． 1９年５月期の業績予想（平成１８年５月２１日～平成１９年５月２０日）

期 末

百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭
２，３００ １，３００ １８ ００ ３６ ００

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）87円35銭

３． 配当状況

１８年５月期
１９年５月期（実績）

＊ 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、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場合があります。また、各数値は税効果会計の摘要を前提としておりません。

17年11月中間期
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          円   銭
       ２５     ４０
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経 常 利 益
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  １． 企業集団の状況

 当社には、現在主として修理（メンテナンス）を行っている子会社が１社、関連会社として、

当社商品を販売する会社（販社）が９社あります。また、主たる協力会社として当社商品（シ

ュレッダー・パウチ等）を製造している会社があります。

　販社は、本社、支店で網羅できない地区の販売を独立して行っております。

 なお、当社の子会社については、連結財務諸表規則（昭和 51年 10月 30日大蔵省令第

28号）第5条第2項により連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関

して合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいので、連結財務諸表は、作成してお

りません。

 上記の企業集団等（関連会社及びその他の関連事業者）について図示をすると次のとお

りであります。

製造会社

販売会社（関連会社）

熊本明光販売 (株)
広島明光販売 (株)
仙台明光販売 (株)
千葉明光販売 (株)
埼玉明光販売 (株)
静岡明光販売 (株)
兵庫明光販売 (株)
岡山明光販売 (株)
東京明光販売 (株)

  (株）サカエ

製造会社

(有)小林製作所

修理会社（子会社）

(資）オリエンタル  明光インターナショナル(株)

製造会社

㈱
明
光
商
会
（
仕
入
・
販
売
）

商品

商品

商品

商品

商品

商品

 海外ユーザー代理店  国内ユーザー代理店

㈱
明
光
商
会
（
仕
入
・
販
売
）

商品

商品

商品

商品

商品

商品

 海外ユーザー代理店  国内ユーザー代理店
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２. 経営方針 
 

   （１）経営の基本方針 

 
  当社は、「情報セキュリティ（情報管理）と資源のリサイクル（再資源化）」を基本理念とし、 

常にお客様第一と考え、創業以来事業を営んでまいりました。 

  そのために、市場のニーズに即対応できるよう、若手社員を中心とした人材の育成と活用を図っ

ております。 

  これらの理念を基に、コスト低減・経営資源の有効活用による、強固で安定した経営基盤の確立

を図ってまいります。 

  また、投資家の皆様へ向けて、四半期毎の適時・適正な情報開示を引き続き行ってまいります。 
 

   （２）会社の利益配分に関する基本方針 
 
  利益配分につきましては、当社は、株主に対する利益還元を、経営の重要事項の一つとして位置

付けており、株主資本利益率や配当性向を重視するとともに、安定的な経営基盤の確立、ならびに、

将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に積極的に取り組むことを基本的な方針としており

ます。 

  なお、今期の配当金につきましては、中間配当金として 1株当り 18円、期末配当金として 1株

当り18円、年間36円の配当金を予定しております。 
 

   （３）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 
 
  当社は、投資単位の引き下げ等は、個人投資家による資本参加の促進と株式市場の活性を図るた

めの有効な方法の一つであるとの考えから、1単元の株式の数を100株としております。これによ

り、多くの投資家が参加しやすい環境を整えております。 

  今後につきましても流動性を鑑み、さらなる必要な措置を検討することといたします。 
 

   （４）目標とする経営指標 
 
  当社は、売上高及び経常利益を成長の一つの指針として考えております。また、営業利益率、 

経常利益率等を意識した経営を進めてまいります。また、効率性をはかる指標でありますROE   

やROAについても、現在の水準からさらなる向上を図ってまいる所存であります。 
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   （５）中長期的な会社の経営戦略 
 
  当社は、シュレッダー・パウチ・ボイスコールを中心核とした営業を展開してまいりました。 

これらの市場のさらなる拡大、顧客満足度のアップ等を図ってまいりますとともに、新たな商品群

の販売の取り扱いや、製造委託会社の海外生産拠点等の支援を含め、総合的に経営体力の強化に努

めてまいります。 
 

   （６）会社の対処すべき課題 
 
  当社を取り巻く経営環境は、今後も引き続き変化することが予想されますが、さらなる安定した

成長性と収益性の向上を図るため、以下の施策に取り組んでまいります。 

  ●競争力のある製品・サービスの提供 

 情報のセキュリティに対して、引き続き研究開発費を投下してまいります。 

新商品については、前期末に発売しました、従来に比べ廉価で 1時間に 1トン処理できる

大型シュレッダーの投入により大量処理需要に応えました。また、昨年 8月には、事務所等

でも大量の細断が可能な高機能シュレッダーを販売し、市場の活性化を図るとともに、地方

等にも市場の裾野を広げる努力をしてまいりました。 

また、グローバル戦略の一環として、北米市場では米国に、アジア市場ではタイ国に現地

法人を設立しました。これらは、来期には本格稼動して売上に寄与できるように計画を進め

てまいります。さらに、現主力商品以外でも、新たな柱となるべく商品の開発にも着手して

まいりました。慎重に検討しながら期末より徐々に販売してまいります。 

生産面では、協力工場の海外生産（タイ国）のコスト面の改善を、より一層進めるととも

に、中小型シュレッダーの生産を拡大させて、廉価なシュレッダー需要にも対応できるよう

にしてまいります。 

  ●経営の効率化 

    業務の迅速化と効率化を推進します。さらに製造委託体制の再構築と、経営資源の最適配分 

    による経営の効率化を図ってまいります。 

  ●人材の活性化 

    人材育成のため、創業以来実行してきた成果主義の新たな展開を通じ、さらにチャレンジ精 

    神の旺盛な企業風土を醸成してまいります。 
 
   （７）内部管理体制の整備・実施状況 

    当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ

ムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 
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   （８）関係当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

  当社には親会社等はありません。したがって、重要な事項はありません。 
 

   （９）その他、会社の経営上の重要な事項 

  重要な事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

   （１）当期の概況 
 
  当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善や雇用環境の改善等により、設備投資、個人消

費の伸張がみられ、緩やかながらも堅調に推移しました。 

  このような経済環境の下、今上期のシュレッダー販売は、「個人情報保護法」関連によりシュレッ

ダー需要が大幅に拡大した前年に比べて、落ち着きを取り戻し、一時的な特需のなかった前々期に

比べ安定した伸張を見せました。 

 そのような中、昨年8月には、他社製シュレッダーによる幼児の事故報道がなされ、前述した個

人情報保護法の影響により緩やかながらも上昇トレンドを示していたシュレッダー市場に、一時的

な後退感を与えました。当社では、14年前から独自の安全基準を設けてまいりましたが、今後もよ

り一層の安全性に配慮してまいります。 

また、コスト面においては、中小型シュレッダーの海外生産（タイ国）も順調に稼動してきた結

果、コストパフォーマンスも安定し利益に寄与してまいりました。 

  このような結果売上高は、前年同期比22.5％減の73億 8千 8百万円となりました。 

  主要商品別の業績は次の通りです。 

［シュレッダー］ 

  大型機は、前年同期比 106.9％増の 4億 1百万円となりました。これは、大手販売先の設備投資

が順調に推移したことと、前期末に発売しました、従来機より半分の価格とスペースで大量処理が

可能な大型シュレッダーが好調であった結果によるものであります。 

  中型機は前年同期比36.1％減の37億 3千 3百万円となりました。 

前年は「個人情報保護法」関連の特需が約 20 億円強ありましたが、今期は落ち着きを取り戻した

結果であります。 

  この結果、シュレッダー全体の売上高は、前年同期比34.3％減の 51億 9千 4百万円となりまし

た。 

［パウチ］ 

   パウチにつきましては、依然海外製品との価格競争が激しく前年同期比 6.7％減の5億 5千 1百

万円となりました。 

［ボイスコール］ 

  ボイスコールは、個人の名前を呼ばずに窓口対応できることから、「個人情報保護法」関連機器と

して、昨年来注目されてまいりました。これまでの銀行・郵便局などを始めとした金融機関に限ら

ず、病院・携帯電話ショップ等に市場はますます拡大しており、今期はより積極的な提案をして市
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場の開拓に努めてまいりました結果、前年同期比12.0％増の4億6千万円となりました。 
 
  以上の結果、経常利益は、7億 1千 2百万円と前年同期比42.6％の減益となりました。 

中間純利益は昨年のような固定資産の減損損失はなくなり、3億 8千万円と前年同期比 35.4％の増

収となりました。 
    

（２）財政状態 
 
  当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、たな卸資産の増加、売上 

債権の減少などにより、前期末より14億 9千 5百万円減少し（前年同期比は 11億 6千 4百万円の

増加）、当中間会計期間末には14億 5千 7百万円となりました。 

  当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は、8億8千6百万円（前年同期は 13億 7千 1百万円の取得）

となりました。これは主に仕入債務の増加、売上債権の減少、たな卸資産の増加等によるもので

す。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、3億 4千万円（前年同期は7千 7百万円の取得）となりまし

た。これは主に投資有価証券の取得によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果使用した資金は、2億6千8百万円（前年同期比5.6%減）となりました。 

これは主に配当金の支払いによるものであります。 

  尚、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 
 平成17年 5月期 平成18年 5月期 平成19年 5月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 75.6% 70.9% 67.4％ 72.7％ 80.2％ 

時価ベースの株式資本比率 73.9% 108.4% 138.2％ 101.2％ 82.5％ 

債務償還年数 0年 0年 0年 0年 0年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 188.7 132.7 430.5 39.8 △347.6 

 注） 自己資本比率：自己資本／総資産 
      時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
      債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ／利払い 



 8 

   （３）事業等のリスク 
 
① 事業のリスク 

 当社は、製品の製造を外部委託で行っております。この委託先であります企業が、当社 

商品の製造を行う際、天災その他重大な損失を被った場合、商品の供給に著しい影響を及ぼす可

能性があります。 

 また、一部受発注システムを専用通信回線を使用しておこなっておりますが、この回線の遮断

等により、システム障害等の影響も考えられます。 

 市場環境につきましては、当社の主力商品でありますシュレッダーは、特に設備機器的な位置

付けをおこなっている企業もあり、景気動向により価格の変動・受注規模の変動が考えられ、当

社の業績に影響を与える可能性もあります。 

② 財務上のリスク 

 当社の所有しております投資有価証券は、その多くは価格変動のある株式・投資信託等であり

ます。これらの有価証券は、今後、投資有価証券の時価によっては、評価損等により、業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社は、関係会社も含め、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応に努力する所存であります。 

 なお、本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算期末現在にお

いて判断したものであります。 

 

 （４）通期の見通し 
 
 当下半期は、魅力ある商品群とサービスの提供による顧客満足度の向上を目指してまいります。

国内販売面では、エリアの見直しを実施して販売強化に努めてまいります。 

また、慎重に準備してまいりました北米市場も今下期より、僅かながら売上に寄与してまいりま

す。さらに生産面では、商品の製造コストの低減を図るべく、各協力工場へのサポートを積極的に

おこなってまいります。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高 185億円、経常利益23億円、当期純利益13億円とな

る見込みです。 

 



４．財務諸表
　　(1)　中間貸借対照表

3,574,885 1,467,715 2,963,176

※2 1,362,859 599,638 1,254,660

4,077,591 4,324,587 4,482,617

1,824,237 1,855,287 1,700,466

146,124 108,171 182,286

974,051 311,354 306,855

△ 9,248 △ 2,462 △ 3,442

11,950,501 49.7 8,664,293 41.9 △ 3,286,208 10,886,619 47.9

※1

1,711,200 1,616,548 1,662,018

7,233,441 7,153,340 7,153,340

150,262 143,000 151,388

9,094,904 37.9 8,912,889 43.1 △ 182,015 8,966,747 39.5

10,626 0.0 10,626 0.1 -                10,626 0.0

2,311,635 2,331,174 2,079,919

130,103 59,730 103,210

545,108 701,627 698,819

△ 17,457 △ 17,582 △ 17,407

2,969,390 12.4 3,074,950 14.9 105,559 2,864,541 12.6

12,074,921 50.3 11,998,466 58.1 △ 76,455 11,841,916 52.1

24,025,423 100.0 20,662,759 100.0 △ 3,362,663 22,728,535 100.0

構成比
（％）

対前中間期比
当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年11月20日) (平成18年5月20日)

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)増減（千円）
注記
番号

金額(千円)

前中間会計期間末

(平成17年11月20日)

構成比
（％）

　投資その他の資産合計

　固定資産合計

　資産合計

(1)　投資有価証券

(2)　繰延税金資産

(3)　その他

(4)　貸倒引当金

２　無形固定資産

３　投資その他の資産

(1)　建物

(2)　土地

(3)　その他

　有形固定資産合計

７　貸倒引当金

　流動資産合計

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

３　売掛金

４　たな卸資産

５　繰延税金資産

６　その他

区分

１　現金及び預金

２　受取手形

(資産の部)

Ⅰ　流動資産
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※2 5,127,435 2,270,941 3,603,016

1,179,921 968,787 1,017,038

513,131 169,049 512,856

131,297 99,980 124,740

-               -               40,000

※3 483,630 378,475 526,032

7,435,417 31.0 3,887,234 18.8 △ 3,548,183 5,823,683 25.6

223,011 27,250 222,870

168,990 177,591 169,554

392,002 1.6 204,841 1.0 △ 187,161 392,424 1.7

7,827,419 32.6 4,092,075 19.8 △ 3,735,344 6,216,107 27.3

2,578,523 10.7 -                -      △ 2,578,523 -                -      

2,812,559 -               -               

187 -               -               

2,812,746 11.7 -                -      △ 2,812,746 -                -      

644,630 -               -               

10,416,000 -               -               

436,809 -               -               

11,497,440 47.9 -                -      △ 11,497,440 -                -      

494,054 2.0 -                -      △ 494,054 -                -      

△ 1,184,761 △ 4.9 -                -      1,184,761 -                -      

16,198,003 67.4 -                -      △ 16,198,003 -                -      

24,025,423 100.0 -                -      △ 24,025,423 -                -      

-                -      2,578,523 12.5 2,578,523 2,578,523 11.3

-               2,812,559 2,812,559

-               398 382

-               -                -      2,812,958 13.6 2,812,958 2,812,942 12.4

-               644,630 644,630

-               10,416,000 10,416,000

-               935,456 823,269

-                -      11,996,087 58.1 11,996,087 11,883,900 52.3

-                △ 1,193,251 △ 5.8 △ 1,193,251 △ 1,192,750 △ 5.2

-                -      16,194,317 78.4 16,194,317 16,082,615 70.8

-               376,365 1.8 376,365 429,812 1.9

-                -      376,365 1.8 376,365 429,812 1.9

-                -      16,570,683 80.2 16,570,683 16,512,427 72.7

-                -      20,662,759 100.0 20,662,759 22,728,535 100.0

株主資本合計

　その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　    別途積立金

　　　繰越利益剰余金

４　自己株式

　　　利益剰余金合計

資本剰余金合計

３　利益剰余金

　(1) 利益準備金

　(2) その他利益剰余金

１　資本金

２　資本剰余金

　(1) 資本準備金

　(2) その他資本剰余金

純資産合計

負債純資産合計

前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年5月20日)

資本剰余金合計

Ⅰ　流動負債

Ⅱ　資本剰余金

  １　資本準備金

負債合計

利益剰余金合計

Ⅲ　利益剰余金

1　利益準備金

２　任意積立金

３　中間(当期)未処分利益

     自己株式処分差益

(資本の部)

2　その他

負債・資本合計

Ⅳ　その他有価証券評価差額金

Ⅴ　自己株式

資本合計

Ⅰ　資本金

　固定負債合計

１　支払手形

２　買掛金

３　未払法人税等

４　賞与引当金

金額(千円)
構成比
（％）

(負債の部)

対前中間期比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減（千円）

(平成17年11月20日) (平成18年11月20日)

前中間会計期間末 当中間会計期間末

自己株式処分差益

５　役員賞与引当金

  ２　その他資本余剰金

１　役員退職慰労引当金

６　その他

　流動負債合計

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

Ⅱ　固定負債
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　　(2)　中間損益計算書

9,531,592 100.0 7,388,634 100.0 △ 2,142,958 18,102,096 100.0

5,881,710 61.7 4,517,078 61.1 △ 1,364,632 11,004,262 60.8

3,649,881 38.3 2,871,555 38.9 △ 778,326 7,097,834 39.2

2,437,325 25.6 2,195,673 29.7 △ 241,652 4,983,732 27.5

1,212,555 12.7 675,882 9.2 △ 536,673 2,114,101 11.7

※1 34,253 0.4 40,556 0.5 6,303 60,884 0.3

※2 4,076 0.1 3,595 0.1 △ 481 7,584 0.0

1,242,733 13.0 712,844 9.6 △ 529,889 2,167,401 12.0

※3 5,204 0.1 4,805 0.1 △ 399 265,607 1.5

※4.6 732,605 7.7 52,886 0.7 △ 679,719 736,639 4.1

515,331 5.4 664,762 9.0 149,431 1,696,369 9.4

488,961 130,389 980,748

△ 254,286 234,675 2.5 154,261 284,650 3.9 49,975 △ 219,481 761,266 4.2

280,656 2.9 380,111 5.1 99,455 935,103 5.2

156,152 -               △ 156,152 -               

-               -               -                -               

436,809 -               △ 436,809 -               

中間配当額

中間(当期)未処分利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

中間(当期)純利益

前期繰越利益

Ⅶ　特別損失

税引前中間（当期）純利益

対前中間期比

Ⅴ　営業外費用

経常利益

Ⅵ　特別利益

営業利益

Ⅳ　営業外収益

構成比
（％）

Ⅰ　売上高

売上総利益

金額(千円)
構成比
（％）

増減（千円）

Ⅱ　売上原価

金額(千円)

   至 平成17年11月20日)

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　 至 平成18年11月20日)   至 平成18年5月20日)

構成比
（％）

区分
注記
番号

金額(千円)

前事業年度の要約貸借対照表

(自 平成17年5月21日

前中間会計期間末

(自 平成17年 5月21日

当中間会計期間末

(自 平成18年 5月21日
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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21日　至平成18年11月20日)

(注） 平成１８年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　前事業年度  (自平成17年5月21日　至平成18年5月20日)

380,111

△ 267,924

資本剰余金

利益剰余金
合計

11,883,90010,416,000 823,269

利益剰余金

利益準備金
資本剰余金

合計

2,812,9422,812,559 382 644,630

16,194,317 376,365 16,570,683376,365644,630 10,416,000 935,456 △ 1,193,25111,996,087398

16

2,812,9582,812,559

△ 53,446 58,255△ 53,44616 112,187112,187 △ 501 111,701

△ 53,446 △ 53,446△ 53,446

69 85 8516 16

△ 571 △ 571 △ 571

380,111 380,111380,111

△ 267,924 △ 267,924△ 267,924

-              

△ 1,192,750 16,082,615 429,812 16,512,427429,812

2,578,523

2,578,523

自己株式
株主資本

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

その他利益剰余金資本金

株主資本

資本準備金
その他資本

剰余金

中間会計期間中の変動額合計
(千円）

平成18年11月20日　残高(千円）

株主資本以外の項目の
中間会計期間の変動額(純額）

平成18年5月20日　残高(千円）

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

(単位：千円）

純資産合計

評価・換算差額等

その他有価
証券評価差

額金

評価差額等
合計

(単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

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

その他有価
証券評価差

額金

評価差額等
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年5月20日　残高(千円） 2,578,523 2,812,559 119 2,812,678 644,630 10,716,000 191,681 11,552,312 △ 1,175,703 15,767,811 210,524 210,524 15,978,335

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 543,515 △ 543,515 △ 543,515 △ 543,515

当期純利益 935,103 935,103 935,103 935,103

自己株式の取得 △ 17,419 △ 17,419 △ 17,419

自己株式の処分 263 263 373 636           636           

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額）

219,287 219,287 219,287

事業年度中の変動額合計
(千円）

263 263 △ 300,000 631,587 331,587 △ 17,046 314,804 219,287 219,287 534,092

平成18年5月20日　残高(千円） 2,578,523 2,812,559 382 2,812,942 644,630 10,416,000 823,269 429,812 16,512,42711,883,900 △ 1,192,750 16,082,615 429,812

別途積立金の取崩 △ 300,000 300,000 -              -              -              

利益処分による役員賞与 △ 60,000 △ 60,000△ 60,000 △ 60,000
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　　(4)　中間キャッシュ・フロー計算書

149,431

△ 4,469

△ 30,287

-                  

542

△ 96,410

△ 3,314

△ 634

△ 711

△ 651,259

51,650

35,200

404,534

819,890

△ 2,429,052

△ 17,091

△ 160,080

△ 1,932,061

3,581

634

△ 247,270

△ 81,508

△ 1,081

△ 2,257,705

△ 331,584

△ 146,624

28,219

3,500

△ 3,046

31,525

△ 418,010

△ 158

8,662

7,604

16,108

△ 2,659,607

△ 147,554

△ 2,807,163Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高

(自 平成17年5月21日

△ 17,419

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 147,554

-                              40,000

1.自己株式の売却による収入

2.自己株式の取得による支出

69

△ 36,405

3.配当金の支払額 △ 543,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

△ 284,518 △ 268,410

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

3,100,7302,953,176

4,264,878

3,100,730

1,164,147

227

△ 9,217

△ 275,528

4,296

21.法人税等の支払額 △ 403,361

5.貸付金の回収による収入

3.有形固定資産の取得による支出

22.その他

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,581

△ 10,000

△ 28,219

2.減価償却費

3.賞与引当金増加額(△減少額)

5.貸倒引当金減少額

6.役員退職慰労引当金の増加額

4.役員賞与引当金増加額

△ 3,500

△ 3,184

2,953,176

231,510

△ 34,646

△ 560,298

636

△ 3,500

6,803

△ 31,395

158,773

△ 10,000

15,344

△ 6,502

△ 16,166

-                              

253,970

△ 904,318

12,052

1,165,614

133,981

△ 850,940

△ 658,220

10,853

1,598

651,259

-                              

△ 60,000

6,502

1,696,369

108,728

△ 16,230

△ 7,203

1,457,715

4,785

-                              

△ 340,429

△ 555

△ 267,924

△ 341,584

△ 1,495,460

1,250

△ 4,880

△ 247,270

△ 1,081

△ 886,620

△ 484,869

△ 1,388,213

△ 164,980

14,131

△ 2,550

2.有形固定資産の売却による収入

2,550

844,579

△ 154,821

-                              

-                              

51,650

△ 24,800

△ 55,549

△ 100,547

4.貸付による支出

12.役員賞与支払額

13.売上債権減少額

-                              

14.たな卸資産減少額

151,409

小　計

18.利息及び配当金の受取額

15.仕入債務増加額(△減少額）

16.未払消費税増加額(△減少額)

651,259

-                              

△ 60,000

1.投資有価証券の取得による支出

17.その他

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

440,045

-                              

1,371,085

△ 974,711

1,040,839

△ 38,458

59,533

1,767,081

10,550

7.受取利息及び受取配当金

-                              

8.支払利息

9.固定資産除却損

10.減損損失

11.役員退職慰労金

19.利息の支払額

20.役員退職慰労金支払額

1.税引前中間(当期)純利益

金額(千円)区分
注記
番号

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

664,762

3,184

711

増減（千円） 金額(千円)

△ 9,672

△ 1,347

金額(千円)

515,331

54,303 49,834

△ 805

-                              

△ 13,661

112,185

△ 15,321

  至 平成18年5月20日)

前中間会計期間末 当中間会計期間末

(自 平成17年5月21日 (自 平成18年 5月21日

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

6.その他の投資による収支

投資活動によるキャッシュ・フロー

対前中間期比

  至 平成17年11月20日) 　 至 平成18年11月20日)

96,410

△ 10,347

△ 39,959

-                              
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中間財務諸表作成の基本となる事項

1.資産の評価基準及び

  評価方法

2.固定資産の減価償却

　の方法

3.引当金の計上基準

(自 平成17年 5月21日

 至 平成18年5月20日)

項目

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年 5月21日

  至 平成17年11月20日)

(自 平成18年 5月21日

　至 平成18年11月20日)

(1) 有価証券

・子会社及び関連会社株式

　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

　中間決算日前1ヶ月の市場価格

等の平均に基づく時価法(評価差額

は全部資本投入法により処理し、

売却原価法は移動平均法により算

出しております。)

・時価のないもの

  移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

・商品

　移動平均法による原価法

・材料

　最終仕入原価法

(1) 有形固定資産

　定率法

 取得した建物(付属設備を除く。）

 については定額法を採用して

　ただし、平成10年4月1日以降に

 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　　　 8年～50年

・その他　　2年～20年

(2) 無形固定資産　　定額法

(3) 長期前払費用　　定額法

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

込額を計上しております。

期に帰属する部分を見積もり計上

しております。

関する内規に基づく当中間期末要

(2) 賞与引当金

　下期の賞与支給見込額のうち上

(3) 役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、役員退職慰労金の支給に

同左 同左

(1) 有価証券 (1) 有価証券

・子会社及び関連会社株式 ・子会社及び関連会社株式

・その他有価証券　時価のあるもの ・その他有価証券　時価のあるもの

同左 　決算日前1ヶ月の市場価格

等の平均に基づく時価法(評価差額

は全部資本投入法により処理し、

売却原価法は移動平均法により算

出しております。)

・時価のないもの ・時価のないもの

同左 同左

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産

同左 同左

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

　定率法 　定率法

 取得した建物(付属設備を除く。）  取得した建物(付属設備を除く。）

 については定額法を採用して  については定額法を採用して

 おります。なお、主な耐用年数は  おります。なお、主な耐用年数は

 以下のとおりであります。  以下のとおりであります。

・建物　　　 10年～50年 ・建物　　　 10年～50年

・その他　　5年～20年 ・その他　　5年～20年

(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　　　同左　 (3) 長期前払費用　　　同左　

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

同左 同左

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金

同左 　翌期の賞与支給見込額のうち当

(3) 役員退職慰労金引当金

期に帰属する部分を見積もり計上

率等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に債権の

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、役員退職慰労金の支給に

前期より2年間にわたり均等額を特別 前期より2年間にわたり均等額を特別

額を計上しております。また、過

関する内規に基づく当期末要支給

支給額を計上しております。また、過

回収可能性を検討し、回収不能見

損失に計上することとしております。 損失に計上することとしております。

年度相当額は、退任役員分を除き、年度相当額は、退任役員分を除き、

　役員に対して支給する賞与の支出

計上しております。

　ただし、平成10年4月1日以降に 　ただし、平成10年4月1日以降に

しております。

(3) 　－

(4)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出

計上しております。

に充てるため、支給見込額に基づき に充てるため、支給見込額に基づき

(4)役員賞与引当金
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中間財務諸表作成の基本となる事項

4.リース取引の処理方法

5.中間キャッシュ・フロー計算書 手許現金、要求払預金及び取得日

　における資金の範囲 から3ヶ月以内に満期日の到来する

　 流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投

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

中間財務諸表作成の基本となる事項の変更

会計処理の変更

追加情報

項目

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年 5月21日 (自 平成18年 5月21日 (自 平成17年5月21日

  至 平成17年11月20日) 　至 平成18年11月20日)   至 平成18年5月20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 同左 同左

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

資からなっております。

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっております。 同左 同左

　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

しております。

  至 平成18年5月20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）（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。

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

　これにより税引前中間純利益は651,259千円減少

（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））

　従来、役員退職慰労金は、支出時の費用として計

上しておりましたが、前事業年度の下期より、内規に

基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更いたしました。

　従って、当中間会計期間と同一の方法によった場

合に比べ、前中間会計期間の営業利益及び経常利

益は16,525千円多く、税引前中間純損失は

103,618千円少なく計上されております。

役員退職慰労金制度につきましては、平成18年8月10日

(役員退職慰労引当金）(役員退職慰労引当金）

当中間会計期間

(自 平成17年5月21日

　至 平成18年11月20日)   至 平成18年5月20日)

前中間会計期間

前中間会計期間

(自 平成17年 5月21日

27,250千円につきましては、同定時株主総会において

退任時に支給することが承認されております。

なお、制度適用期間中から在任している現任役員に対

する制度廃止日までの期間に対応した退職慰労金

開催の定時株主総会において、同株主総会の終結の時

をもって廃止することを決議いたいました。

前事業年度

(自 平成17年5月21日

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。

―

前事業年度

前中間会計期間

(自 平成17年 5月21日

  至 平成17年11月20日)

当中間会計期間

(自 平成18年 5月21日

　至 平成18年11月20日)

（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））

当中間会計期間

を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は651,259千円減少

前事業年度

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

除しております。

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

―

(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

  至 平成17年11月20日)

(自 平成18年 5月21日

おります。

16,570,683千円であります。

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

(自 平成17年 5月21日 (自 平成18年 5月21日 (自 平成17年5月21日

  至 平成17年11月20日) 　至 平成18年11月20日)   至 平成18年5月20日)

―

(役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「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当期純利益

はそれぞれ40,000千円減少しております。

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

(役員賞与に関する会計基準）

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当期

純利益に与える影響はございません。

16,512,427千円であります。

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

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
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注記事項

　(中間貸借対照表関係)

2,571,420 千円 2,647,472 千円 2,600,041 千円

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

227,370 千円 326,784 千円

1,116,656 千円 844,414 千円

5,000,000 千円 5,000,000 千円 5,000,000 千円

-           千円 -           千円 -           千円

5,000,000 千円 5,000,000 千円 5,000,000 千円

コミットメントの総額

借入実行残高

差引額

コミットメントの総額

借入実行残高

コミットメントの総額

借入実行残高

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

  (平成17年11月20日) 　(平成18年11月20日)   (平成18年5月20日)

※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額

期末残高に含まれております。

あったため、次の期末日満期手形が

※2 中間期末日満期手形 ※2 ― ※2 期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、 　期末日満期手形の会計処理は、手形

手形交換日をもって決済処理しており 交換日をもって決済処理しております。

ます。なお、当中間会計期間の末日は なお、当期末日が金融機関の休日で

受取手形 受取手形

ております。

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント 4 当座貸越契約及び貸出コミットメント 4 当座貸越契約及び貸出コミットメント

　当社においては、運転資金の効率的 　当社においては、運転資金の効率的 　当社においては、運転資金の効率的

　　契約 　　契約 　　契約

な運用を行うため、取引銀行4行と当座 な運用を行うため、取引銀行3行と当座 な運用を行うため、取引銀行3行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を 貸越契約及び貸出コミットメント契約を 貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づ 締結しております。これらの契約に基づ 締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残 く当中間会計期間末の借入未実行残 く当事業年度末の借入未実行残高は

高は次のとおりです。 高は次のとおりです。 次のとおりです。

 当座貸越極度額及び貸出  当座貸越極度額及び貸出  当座貸越極度額及び貸出

差引額 差引額

めて表示しております。

※3 消費税等の表示方法 ※3 消費税等の表示方法 ※3 消費税等の表示方法

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、 同左 同左

相殺の上、流動負債の「その他」に含

支払手形 支払手形
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　(中間損益計算書関係)

※1 営業外収益の重要項目 ※1 営業外収益の重要項目 ※1 営業外収益の重要項目

1,834 千円       受取利息 707 千円 2,165 千円

8,513 千円       受取配当金受取配当金 12,953 千円 13,155 千円

7,317 千円       不動産賃貸料不動産賃貸料 6,117 千円 13,435 千円

3,184 千円 2,550 千円 6,502 千円

貸倒引当金戻入益 1,348 千円 貸倒引当金戻入益 805 千円 貸倒引当金戻入益 7,204 千円

保険転換益 1,203 千円

保険解約返戻金 2,652 千円

651,259 千円 51,650 千円 651,259 千円

引当金繰入額 80,635 千円

53,468 千円 有形固定資産 49,005 千円 有形固定資産 107,064 千円

　当中間会計期間において当社は以下の資産 　当期において当社は以下の資産グループ

　グループについて減損損失を計上しました。 　について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

静岡県
伊東市

遊休
資産

土地 11,019
静岡県
伊東市

遊休
資産

土地 11,019

静岡県
熱海市

遊休
資産

土地等 70,776
静岡県
熱海市

遊休
資産

土地等 70,776

静岡県 東
伊豆町稲

遊休
資産

土地等 449,539
静岡県 東
伊豆町稲

遊休
資産

土地等 449,539

東京都
千代田区

遊休
資産

美術品 119,924
東京都

千代田区
遊休
資産

美術品 119,924

当社は、各資産を事業の関連性によりグルー 当社は、各資産を事業の関連性によりグルー

ピングしております。ただし、賃貸不動産並 ピングしております。ただし、賃貸不動産並

びに将来の使用が見込まれない遊休資産 びに将来の使用が見込まれない遊休資産

は、独立してキャッシュ・フローを生み出す最小 は、独立してキャッシュ・フローを生み出す最小

の単位として捉え個別にグルーピングしており の単位として捉え個別にグルーピングしており

ます。 ます。

グルーピングの単位である各事業資産におい グルーピングの単位である各事業資産におい

て、遊休資産については、市場価格や相場 て、遊休資産については、市場価格や相場

が帳簿価額に対して下落しているものにつき、 が帳簿価額に対して下落しているものにつき、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損 帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損

損失を計上しております。回収可能価額は正味 損失を計上しております。回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、不動産評価鑑定 売却価額により測定しており、不動産評価鑑定

またはそれに準じる方法により評価しております。 またはそれに準じる方法により評価しております。

有形固定資産

※6 減損損失※6 ―

※3 特別利益の重要項目 ※3 特別利益の重要項目

支払利息

※2 営業外費用の重要項目 ※2 営業外費用の重要項目 ※2 営業外費用の重要項目

受取配当金

受取利息

不動産賃貸料

受取利息 受取利息

受取配当金

不動産賃貸料

前事業年度

(自 平成17年5月21日)

 至 平成18年5月20日)

当中間会計期間

(自 平成18年5月21日)

　至 平成18年11月20日)

支払利息

  至 平成17年11月20日)

前中間会計期間

(自 平成17年5月21日)

※6 減損損失

過年度役員退職慰労

支払利息

※3 特別利益の重要項目

5 減価償却実施額

減損損失

※4 特別損失の重要項目

5 減価償却実施額

減損損失 役員退職慰労金

※4 特別損失の重要項目 ※4 特別損失の重要項目

5 減価償却実施額
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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21日　至　平成18年11月20日）

（１） 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要

(株） (株） (株） (株）

発行済株式数

普通株式 16,000,156 -                    -                    16,000,156

合計 16,000,156 -                    -                    16,000,156

自己株式

普通株式 1,115,457 425 50 1,115,832 注1.2

合計 1,115,457 425 50 1,115,832

   注1： 普通株式の自己株式の株式数の増加は、全て単元未満株式の買取による増加であります。

   注2： 普通株式の自己株式の株式数の減少は、全て単元未満株式の買増請求の売渡による減少であります。

(2)配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

②基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年2月1日

平成18年5月20日 平成18年8月11日

18．00円 平成18年11月20日利益剰余金

普通株式 267，924千円 18．00円
平成18年8月10日

定時株主総会

平成19年1月10日
取締役会

普通株式 267，917千円
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　(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び預金 3,574,885 千円 現金及び預金 1,467,715 千円 現金及び預金 2,963,176 千円

売戻し条件付現先 699,993 千円 預入期間が3ヶ月を 預入期間が3ヶ月を

預入期間が3ヶ月を 超える定期預金 △ 10,000 千円 超える定期預金 △ 10,000 千円

超える定期預金 △ 10,000 千円 現金及び現金同等物 1,457,715 千円 現金及び現金同等物 2,953,176 千円

現金及び現金同等物 4,264,878 千円

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年 5月21日 (自 平成18年 5月21日 (自 平成17年5月21日

   至 平成17年11月20日) 　至 平成18年11月20日)  至 平成18年5月20日)

　現金及び現金同等物の中間期末残高と 　現金及び現金同等物の中間期末残高と 　現金及び現金同等物の期末残高と  

中間貸借対照表に記載されている科目の 中間貸借対照表に記載されている科目の 貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係　(平成17年11月20日現在) 金額との関係　(平成18年11月20日現在) 金額との関係　(平成18年5月20日現在)
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   ①リース取引関係

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め １．リース物件の所有権が借主に移転すると認め 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(借主側） 　られるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側） 　られるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側）

 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額  （1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額  （1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

　　 相当額及び中間期末残高相当額 　　 相当額及び中間期末残高相当額 　　 相当額及び期末残高相当額

    

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

車両運搬具 11,116 2,641 8,475 車両運搬具 24,582 6,277 18,304 車両運搬具 15,872 4,361 11,511

工具器具備品 182,802 45,537 137,264 工具器具備品 205,353 79,714 125,638 工具器具備品 231,249 101,467 129,781

合計 193,918 48,178 145,740 合計 229,935 85,992 143,943 合計 247,121 105,829 141,292

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期中間末残高  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

       が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が        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っております。       低いため、支払利子込み法によっております。

      

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

　　　　1年内 　　　　1年内 　　　　1年内

　　　　1年超 　　　　1年超 　　　　1年超

合計 合計 合計

 (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は未経過リー  (注) 未経過リース料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        ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等

      高等 に占める割合が低いため、支払利子込み法に        に占める割合が低いため、支払利子込み法に

       よっております。        よっております。

       また、転貸リースにかかるリース料相当額が含        また、転貸リースにかかるリース料相当額が含

       まれております。        まれております。

 （3）支払リース料及び減価償却費相当額  （3）支払リース料及び減価償却費相当額  （3）支払リース料及び減価償却費相当額

    支払リース料 19,446千円     支払リース料 21,986千円     支払リース料 42,429千円

    減価償却費相当額 19,446千円     減価償却費相当額 21,986千円     減価償却費相当額 42,429千円

 （4）減価償却費相当額の算出方法  （4）減価償却費相当額の算出方法  （4）減価償却費相当額の算出方法

      リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とす

      る定額法によっております。

２．リース物件の所有権が借主に移転すると認め ２．リース物件の所有権が借主に移転すると認め ２．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(貸主側)   られるもの以外のファイナンス・リース取引(貸主側)   られるもの以外のファイナンス・リース取引(貸主側)

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

　　　　1年内 　　　　1年内 　　　　1年内

　　　　1年超 　　　　1年超 　　　　1年超

合計 合計 合計

 (注) (1) 未経過リース料中間期末残高相当額及び見積  (注) (1)   同      左  (注) (1) 未経過リース料期末残高相当額及び見積

          残存価額の残高の合計額は営業債権の中間           残存価額の残高の合計額は営業債権の期

          期末残高 等に占めるその割合が低いため、           末残高 等に占めるその割合が低いため、

          受取利子込み法により算定しております。           受取利子込み法により算定しております。

          

        (2) 上記は、すべて転貸リース取 引に係る        (2)   同      左         (2) 上記は、すべて転貸リース取 引に係る

          貸主側の未経過リー ス料中間期末残高相当額           貸主側の未経過リー ス料期末残高相当額

          であります。なお、当該転貸リース取引はお           であります。なお、当該転貸リース取引はお

          おむね同一の条件で第三者にリースしてい           おむね同一の条件で第三者にリースしてい

          るので、ほぼ同額の残高が借主側の未経過           るので、ほぼ同額の残高が借主側の未経過

          リース料中間期末残高相当額に含まれております。           リース料期末残高相当額に含まれております。

          

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自　平成17年5月21日 （自　平成18年5月21日 （自　平成17年5月21日

  　至　平成17年11月20日）   　至　平成18年11月20日）   　至　平成18年5月20日）

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高
相当額

同      左

49,534千円 56,128千円 44,026千円

131,865千円 140,278千円 99,468千円

181,399千円 196,406千円 143,494千円

同      左

同      左 同      左

13,852千円 16,300千円 15,562千円

24,092千円 37,806千円 33,512千円

37,945千円 54,107千円 49,075千円
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②有価証券関係

 （前中間会計期間末）（平成17年11月20日現在）

       1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円）

種類 取得原価 差額

(1) 株式 699,196 1,496,128 796,931

(2) その他 266,650 302,722 36,072

合計 965,846 1,798,850 833,002

       2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円）

   その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 480,785

 （当中間会計期間末）（平成18年11月20日現在）

       1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円）

種類 取得原価 差額

(1) 株式 698,981 1,291,646 592,664

(2) その他 310,762 352,672 41,909

合計 1,009,744 1,644,318 634,573

       2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円）

   その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 530,785

 （前事業年度）（平成18年5月20日現在）

       1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円）

種類 取得原価 差額

(1) 株式 699,196 1,368,814 669,617

(2) その他 143,250 198,320 55,070

合計 842,446 1,567,134 724,687

       2. 時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円）

   その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 480,785

中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額
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③デリバティブ取引

　前中間会計期間（自平成17年5月21日　至平成17年11月20日）、当会計期間（自平成18年

5月21日　至平成18年11月20日）及び前事業年度（自平成17年5月21日　至平成18年5月20日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④持分法投資損益等

　前中間会計期間（自平成17年5月21日　至平成17年11月20日）、当会計期間（自平成18年

5月21日　至平成18年11月20日）及び前事業年度（自平成17年5月21日　至平成18年5月20日）

　該当事項はありません。

⑤ストック・オプション等

　　当中間会計期間において付与したストック・オプションはありません。
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生産・受注及び販売の状況

（1） 生産及び受注の実績

　　当社商品は、単機能のため、見込みによる生産委託方式をとっておりますので、

生産受注の実績は、当該事項はありません。

（2） 品目別売上高

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

シュレッダー 7,911,724 83.0 5,194,543 70.3 14,638,225 80.9

パウチ 591,513 6.2 551,519 7.5 1,183,337 6.5

ボイスコール 410,779 4.3 460,253 6.2 923,682 5.1

その他の商品 177,835 1.9 616,426 8.3 393,238 2.2

小計 9,091,851 95.4 6,822,741 92.3 17,138,482 94.7

その他 439,741 4.6 565,893 7.7 963,614 5.3

合計 9,531,592 100.0 7,388,634 100.0 18,102,096 100.0

  注1：上記金額には、消費税等は含まれておりません。

品目別売上
至　平成17年11月20日 至　平成18年11月20日 至　平成18年5月20日

自　平成17年5月21日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年 5月21日 自　平成18年 5月21日
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（１株当たり情報） 
前中間会計期間 

（自 平成17年 5月 21日 
    至 平成17年 11月 20日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18年 5月 21日 

    至 平成18年 11月 20日） 

前事業年度 
（自 平成 17年 5月 21日 

    至 平成 18年 5月 20日） 
1株当たり純資産額 1,087.98円 

1株当たり中間純利益 18.85円 
潜在株式調整後1株当
たり当期純利益金額 18.67円 
 

1株当たり純資産額 1,113.30円 

1株当たり中間純利益 25.54円 
潜在株式調整後1株当
たり当期純利益金額 25.40円  

1株当たり純資産額 1,109.36円 

1株当たり当期純利益 62.81円 
潜在株式調整後1株当
たり当期純利益金額 61.50円  

（注）  1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり中間（当期）純利益の算定 
      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 5 月 21日 
至 平成17年 11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年5月21日 
至 平成18年11月 20日) 

前事業年度 
(自 平成17年5月21日 

 至 平成18年5月 20日） 
1株当り中間（当期）純利益金額    
中間（当期）純利益（千円） 280,656 380,111 925,103 
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） 280,656 380,111 925,103 

期中平均株式数（千株） 14,890 14,884 14,888 
    
潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額    
 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 
普通株式増加数（千株） 140 80 316 
（うち自己株式取得方式によるストックオプション） 140 80 316 
希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後の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 

－ － － 

 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 




