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平成 19年５月期  個別中間財務諸表の概要            平成19年１月16日 

上 場 会 社 名         株式会社レイテックス              上場取引所     東証マザーズ 

コ ー ド 番 号          6672                本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.raytex.com ）            
代  表  者  代表取締役社長   髙村 淳  
問合せ先責任者  取締役管理本部長  井上和英    ＴＥＬ (042)338－2844 
中間決算取締役会開催日 平成19年１月16日            中間配当制度の有無 有 
中間配当支払開始予定日   － 
単元株制度採用の有無             有(１単元100株) 
 
１． 18年11月中間期の業績(平成18年６月１日～平成18年11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11月中間期 
17年11月中間期 

1,597 
1,243 

( 28.4)
( 27.9)

△423 
△396 

( － )
( － )

△472 
△427 

( － )
( － )

18年５月期 4,866 359 275 
 

 
 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11月中間期 
17年11月中間期 

△321  
△266  

( － )
( － )

△60 
△54 

57 
89 

18年５月期 164   32 51 

 (注)①期中平均株式数 18年11月中間期 5,309,885株 17年11月中間期 4,852,742株 18年５月期 5,063,731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 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年11月中間期 
17年11月中間期 

9,566 
7,522 

2,092 
2,047 

21.9 
27.2 

394      17 
385      57 

18年５月期 8,953 2,478 27.7 466      73 

 (注)①期末発行済株式数 18年11月中間期 5,310,000株 17年11月中間期 5,310,000株 18年５月期 5,310,000株 
   ②期末自己株式数  18年11月中間期       115株 17年11月中間期       115株 18年５月期       115株 

 

２．19年５月期の業績予想(平成18年６月１日～平成19年５月31日)          （百万円未満切捨） 

 
売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 7,006 665 348 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 65円56銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

18年５月期 － 12.00円 12.00円 

19年５月期（実績） － － 

19年５月期（予想） － 12.00円 
12.00円 

 

(注)上記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。 

上記予想に関する事項については、19年５月期中間決算短信（連結）の添付資料４ページをご参照ください。 
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１. 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11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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 ※2 712,001 897,203  1,285,028 

２．受取手形  358,661 706,282  580,963 

３．売掛金  2,530,310 3,001,737  3,497,786 

４．たな卸資産  2,490,234 2,890,183  2,193,069 

５．繰延税金資産  189,961 251,824  56,632 

６．その他 ※4 193,862 202,543  91,584 

貸倒引当金  △8,148 △1,933  △3,020 

流動資産合計   6,466,883 86.0 7,947,842 83.1  7,702,045 86.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

  (1) 建物 ※2 － 677,313  33,159 

 (2) その他 ※2 401,617 180,055  571,022 

   計  401,617 857,368  604,182 

２．無形固定資産  187,058 163,258  173,015 

３．投資その他の資産  467,223 597,925  474,666 

固定資産合計   1,055,899 14.0 1,618,553 16.9  1,251,864 14.0

資産合計   7,522,783 100.0 9,566,395 100.0  8,953,909 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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  542,328 1,070,131  767,502 

２．買掛金  259,217 338,171  275,042 

３．短期借入金  1,138,000 797,000  1,456,000 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※2 1,693,037 1,921,685  1,797,222 

５．１年以内償還予定
社債 

 － 64,000  － 

６．未払法人税等  6,464 6,466  154,445 

７．製品保証引当金  32,100 33,000  32,900 

８．その他  63,864 82,031  110,405 

流動負債合計   3,735,012 49.7 4,312,487 45.1  4,593,519 51.3

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※2 1,740,438 2,804,920  1,882,090 

２．社債  － 356,000  － 

固定負債合計   1,740,438 23.1 3,160,920 33.0  1,882,090 21.0

負債合計   5,475,450 72.8 7,473,407 78.1  6,475,609 72.3
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前中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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   1,072,200 14.2 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  1,046,310 －  － 

資本剰余金合計   1,046,310 13.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金     

中 間 未 処 理 損 失
（△） 

 △70,914 －  － 

利益剰余金合計   △70,914 △0.9 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △263 △0.0 － －  － －

資本合計   2,047,332 27.2 － －  － －

負債・資本合計   7,522,783 100.0 － －  － －

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 1. 資本金  － － 1,072,200 11.2  1,072,200 12.0

 2. 資本剰余金     

(1) 資本準備金  － 1,046,310  1,046,310 

資本剰余金合計   － － 1,046,310 11.0  1,046,310 11.7

 3. 利益剰余金     

(1) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金  － △25,258  360,053 

利益剰余金合計   － － △25,258 △0.3  360,053 4.0

 4.自己株式   － － △263 △0.0  △263 △0.0

株主資本合計   － － 2,092,988 21.9  2,478,300 27.7

純資産合計   － － 2,092,988 21.9  2,478,300 27.7

負債純資産合計   － － 9,566,395 100.0  8,953,909 100.0
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（２）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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  1,243,964 100.0 1,597,028 100.0  4,866,351 100.0

Ⅱ 売上原価  844,457 67.9 1,094,203 68.5  2,856,773 58.7

売上総利益  399,507 32.1 502,825 31.5  2,009,578 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  796,107 64.0 926,758 58.0  1,649,840 33.9

営業利益又は営業

損失(△) 
 △396,600 △31.9 △423,932 △26.5  359,737 7.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  20,532 1.7 16,335 1.0  22,509 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  51,865 4.2 65,364 4.1  106,659 2.2

経常利益又は経常
損失(△)  △427,933 △34.4 △472,962 △29.6  275,587 5.7

Ⅵ 特別利益 ※3  － － 1,086 0.1  1,694 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  944 0.1 49,530 3.1  1,185 0.0

税引前中間純損失
(△)又は税引前当
期純利益 

 △428,877 △34.5 △521,406 △32.6  276,097 5.7

法人税、住民税及
び事業税 2,143 2,173  146,857 

法人税等調整額 △164,670 △162,526 △13.1 △201,985 △199,812 △12.5 △35,377 111,479 2.3

中間純損失(△)又
は当期純利益  △266,350 △21.4 △321,593 △20.1  164,617 3.4

前期繰越利益  195,436 －   －

中 間 未 処 理 損 失
(△)  △70,914 －   －

    

 

（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６月１日 至 平成18年11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 

資本剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年５月31日  

残高（千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 360,053 360,053 △263 2,478,300 2,478,300

中間会計期間中 

の変動額 
    

 剰余金の配当(千円)   △63,718 △63,718  △63,718 △63,718

 中間純利益(千円）   △321,593 △321,593  △321,593 △321,593

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
－ － － △385,312 △385,312 － △385,312 △385,312

平成18年11月30日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 △25,258 △25,258 △263 2,092,988 2,092,988
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前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31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 

資本剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成17年５月31日  

残高（千円） 
413,000 388,150 388,150 249,555 249,555 △263 1,050,442 1,050,442

事業年度中の変動額     

 新株の発行(千円) 659,200 658,160 658,160  1,317,360 1,317,360

 剰余金の配当(千円)   △54,118 △54,118  △54,118 △54,118

 当期純利益（千円）   164,617 164,617  164,617 164,617

事業年度中の 

変動額合計(千円) 
659,200 658,160 658,160 110,498 110,498 － 1,427,858 1,427,858

平成18年５月31日 

残高(千円） 
1,072,200 1,046,310 1,046,310 360,053 360,053 △263 2,478,300 2,478,300
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項   

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

 (2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法 

② 原材料 

月次総平均法による原

価法 

③ 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

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   15～50年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

(1）有形固定資産 

定率法(ただし、建物(附

属設備を除く)については定

額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物   15～20年 

機械装置   ７年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

(1）有形固定資産 

定率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   15～50年 

機械装置   ７年 

工具、器具及び備品  

 ４～８年 

 (2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

 (ﾛ)特許権 

   定額法を採用しておりま

す。なお、償却年数は８年

であります。 

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 (ﾛ)特許権 

同左 

 

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 (ﾛ)特許権 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

れによる損失に備えるため、

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

収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

 

(2）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに

伴う費用の支出に備えるた

め、当該製品の売上高に対し

過去のアフターサービス費用

発生の実績率に基づいて計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

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

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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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

しておりますので、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 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

 

 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

をヘッジするため、変動金

利を固定金利にした金利ス

ワップ取引を利用して、将

来 の 金 利 上 昇 が キ ャ ッ

シュ・フローに及ぼす影響

を限定しております。 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについて

は、特例処理によっている

ため、有効性の評価を省略

しております。 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替変

動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たして

いる場合には振当て処理

を、金利スワップについて

特例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を採

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、 

 為替予約 

ヘッジ対象 

 借入金利息、売掛金 

 

(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

債権債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動と

ヘッジ手段の相場変動を比

較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価してお

ります。ただし、金利ス

ワップについては、特例処

理によっているため有効性

の評価を省略しておりま

す。 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

しておりますので、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 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

 

 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

をヘッジするため、変動金

利を固定金利にした金利ス

ワップ取引を利用して、将

来 の 金 利 上 昇 が キ ャ ッ

シュ・フローに及ぼす影響

を限定しております。 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについて

は、特例処理によっている

ため、有効性の評価を省略

しております。 

 

７．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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更   

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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。 

－ (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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,478,300千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部においては、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

  （株主資本等変動計算書に関する会計基

準等） 

 当事業年度から｢株主資本等変動計算

書に関する会計基準｣（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計基準

第６号）及び「株主資本等変動計算書に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第９号）を適用しており

ます。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度から損益計算書の末尾は当期純利益

とされております。 

 また、当事業年度から｢株主資本等変

動計算書｣を作成しております。 

 なお、前事業年度まで作成しておりま

した「利益処分計算書」は、本改正によ

り廃止され、当事業年度からは作成して

おりません。 
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表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

－ （中間貸借対照表） 

 「建物」は、前中間会計期間末まで

「有形固定資産」に含めて表示しており

ましたが、当中間会計期間末において資

産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「建物」の

金額は34,098千円であります。 

 

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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,223千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

104,926千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

81,138千円 

 

※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。 

 定期預金    6,000千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 長期借入金   6,000千円 

 

※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。 

 定期預金    6,000千円 

 建物     670,125千円 

 構築物     27,171千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 １年内返済予定長期借入金  63,000千円 

 長期借入金  547,000千円 

 

※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。 

 定期預金    6,000千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 長期借入金   6,000千円 

 

 ３     － 

 

 ３ 受取手形割引高  237,421千円 

 

 ３ 受取手形割引高  374,037千円 

※４ 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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※４     － 
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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６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息       126千円 

為替差益      18,914千円 

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息        189千円 

為替差益      9,826千円 

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    為替差益    13,469千円 

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     37,393千円 

    新株発行費      9,230千円 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     39,626千円 

    社債発行費     6,715千円 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息    83,299千円 

※３     － 

 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益  1,086千円 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益 1,694千円

 

※４  特別損失のうち主要なもの 

    工具、器具及び備品   

    除却損        944千円 

 

※４  特別損失のうち主要なもの 

    固定資産除却損    32,964千円

   本社移転費用    16,565千円

 

※４  特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損  1,185千円

５  減価償却実施額 

    有形固定資産    12,727千円 

無形固定資産     14,879千円 

５  減価償却実施額 

    有形固定資産    41,483千円

    無形固定資産     15,012千円

５  減価償却実施額 

    有形固定資産  39,835千円 

    無形固定資産  29,522千円 

 ６  当社の売上は、通常の形態とし

て、３月決算の顧客が新年度初め

に予算を執行することが主な理由

と思われますが、上半期に比べ下

半期における出荷が多いことよ

り、事業年度の上半期の売上と下

半期の売上との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。 

 ６     同左  ６     － 

 

（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６月１日至 平成18年11月30日） 

１．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 
増加株式数 減少株式数 

当中間会計期間末株
式数 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 

 

前事業年度（自 平成17年６月１日至 平成18年５月31日） 

１．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 
増加株式数 減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

自己株式 

 普通株式 

 

115株 

 

－ 

 

－ 

 

115株 

合計 115株 － － 115株 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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 

(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 

(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 
 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円 

車両運
搬具 

18,575 9,042 9,533 

工具、
器具及
び備品 

5,600 700 4,899 

ソフト
ウェア 

3,500 437 3,062 

合計 27,675 10,179 17,496 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円

車 両 運
搬具 

3,810 458 3,351

工 具 、
器 具 及
び備品 

19,950 3,056 16,893

ソ フ ト
ウェア 

3,500 1,312 2,187

合計 27,260 4,827 22,432

 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 10,982 7,593

工具、
器具及
び備品 

5,600 1,400 4,200

ソフト
ウェア 

3,500 875 2,625

合計 27,675 13,257 14,418

 

(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 11,916千円

１年超 5,789千円

計 17,705千円
  

 
１年内 6,061千円

１年超 16,568千円

計 22,629千円
  

 
１年内 9,853千円

１年超 4,658千円

計 14,512千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 3,216千円

減価償却費相当額 3,078千円

支払利息相当額 433千円
  

 
支払リース料 3,715千円

減価償却費相当額 3,213千円

支払利息相当額 424千円
  

 
支払リース料 7,493千円

減価償却費相当額 6,156千円

支払利息相当額 787千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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て、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 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

期への配分方法はについては、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 3,468千円

１年超 2,601千円

計 6,069千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 41,730千円

１年超 －千円

計 41,730千円
 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 89,552千円

１年超 867千円

計 90,419千円
 

（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 
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（有価証券関係）   

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

子会社株式で時価評価のあるもの 

該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

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６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額          

385.57円 

１株当たり中間純損失金額       

54.89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、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額      

394.17円 

１株当たり中間純損失金額        

60.57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、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額   

                 466,73円 

１株当たり当期純利益金額     

                       32.51円 

 

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ないため記載し

ておりません。 

（注）１株当たり中間純損失(△)又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間純損失(△)又は当期純利益（千円） △266,350 △321,593 164,617 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純損失(△)又は 

当期純利益（千円） 
△266,350 △321,593 164,617 

期中平均株式数（株） 4,852,742 5,309,885 5,063,731 

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 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 500個 

 普通株式   50,000株)

平成17年８月25日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 1,000個

 普通株式  100,000株)

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

（新株予約権の数 445個 

 普通株式 44,500株） 

平成17年８月25日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

（新株予約権の数 870個 

 普通株式  87,000株） 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 445個 

 普通株式   44,500株)

平成17年８月25日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 940個 

 普通株式  94,000株)

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

２. 役員の異動 

該当事項はありません。 


