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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 1,984 (9.9) 25 (136.1) 21 (625.5)

17年11月中間期 1,804 (△0.4) 10 (△95.7) 2 (△98.7)

18年５月期 3,639 39 66

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年11月中間期 △52 (－) △11 87 － －

17年11月中間期 △221 (－) △50 30 － －

18年５月期 △171 △38 87 － －

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 4,462,842 株 17年11月中間期 4,400,049 株 18年５月期 4,412,266 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、対前期増減率であります。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 7,420 2,711 36.5 607 57

17年11月中間期 7,715 2,707 35.1 614 16

18年５月期 7,636 2,846 37.3 637 92

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 4,463,000 株 17年11月中間期 4,409,000 株 18年５月期 4,462,000 株

②期末自己株式数 18年11月中間期 － 株 17年11月中間期 － 株 18年５月期 － 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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,222 128 67

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15円　1銭

（注）１株当たり予想当期純利益については、予定期中平均株式数により算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年5月期 － － － 10.0 － 10.0

19年5月期（実績） － － － － －  

19年5月期（予想） － － － 10.0 － 10.0

※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  556,766   243,944   292,709   

２．受取手形  334,594   237,010   320,539   

３．売掛金  584,243   602,528   570,275   

４．製品  1,451   1,115   1,242   

５．原材料  50,071   64,388   51,727   

６．仕掛品  21,130   45,634   34,371   

７．貯蔵品  27,321   26,111   25,931   

８．前払費用  23,706   19,562   18,865   

９．繰延税金資産  58,524   42,893   51,483   

10．その他  1,174   20,626   50,916   

貸倒引当金  △1,062   △757   △620   

流動資産合計   1,657,922 21.5  1,303,058 17.6  1,417,441 18.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 2,190,968   2,305,577   2,363,263   

(2）構築物 ※１ 31,495   29,174   30,397   

(3）機械及び装置 ※１ 366,309   298,002   316,593   

(4）車両運搬具 ※１ 33,781   21,543   26,626   

(5）工具器具備品 ※１ 27,816   20,698   23,754   

(6）土地 ※２ 1,877,970   1,900,710   1,879,805   

(7）建設仮勘定  34,510   26,300   2,000   

有形固定資産合計  4,562,852   4,602,007   4,642,442   

２．無形固定資産           

(1）借地権  59,800   59,800   59,800   

(2）ソフトウェア  3,483   3,418   2,400   

(3）その他  1,543   1,543   1,543   

無形固定資産合計  64,826   64,761   63,743   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  65,021   132,006   195,122   

(2）関係会社株式  1,312,112   1,312,112   1,312,112   

(3）出資金  80   80   80   

(4）繰延税金資産  45,956   －   －   

(5）その他  6,728   6,350   5,866   

投資その他の資産
合計

 1,429,898   1,450,549   1,513,181   

固定資産合計   6,057,578 78.5  6,117,318 82.4  6,219,367 81.4

資産合計   7,715,500 100.0  7,420,377 100.0  7,636,808 100.0

           

－ 32 －



  
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  97,292   92,941   95,260   

２．買掛金  200,733   261,364   207,940   

３．短期借入金  200,000   500,000   200,000   

４．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 758,568   764,968   764,968   

５．未払金  13,821   29,813   69,765   

６．未払費用  139,418   168,280   218,277   

７．未払法人税等  8,943   9,011   8,942   

８．未払消費税等  14,671   12,332   21,980   

９．預り金  16,888   19,065   16,480   

10．設備関係支払手形  －   19,326   3,039   

11．その他  －   600   400   

流動負債合計   1,450,335 18.8  1,877,703 25.3  1,607,053 21.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 3,435,694   2,670,726   3,053,210   

２．役員退職慰労引当
金

 121,658   130,768   126,188   

３. 繰延税金負債  －   29,179   3,539   

４. その他の固定負債  －   400   400   

固定負債合計   3,557,352 46.1  2,831,074 38.2  3,183,337 41.7

負債合計   5,007,687 64.9  4,708,777 63.5  4,790,391 62.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,058,990 13.7  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  994,830   －   －   

資本剰余金合計   994,830 12.9  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  7,890   －   －   

２．任意積立金           

(1）特別償却準備金  4,750   －   －   

(2）別途積立金  600,000   －   －   

３．中間（当期）未処
分利益

 38,514   －   －   

利益剰余金合計   651,155 8.4  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  2,837 0.1  － －  － －

資本合計   2,707,812 35.1  － －  － －

負債・資本合計   7,715,500 100.0  － －  － －
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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
（％）

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

　1．資本金   －  －  1,064,930 14.3  1,064,820 13.9

　2．資本剰余金　           

（1）資本準備金  －   1,000,770   1,000,660   

　資本剰余金合計   　　　 － －  1,000,770 13.5  1,000,660 13.1

　3．利益剰余金　           

（1）利益準備金  －   7,890   7,890   

（2）その他利益剰余金　

　　　　　　
          

 　　別途積立金     －   600,000   600,000   

 　　繰越利益剰余金  －   △4,505   93,060   

 　利益剰余金合計   － －  603,384 8.1  700,950 9.2

 株主資本合計   － －  2,669,084 35.9  2,766,430 36.2

 Ⅱ　評価・換算差額等           

  1. その他有価証券評

　　　価差額金
  －   42,514   79,986  

 評価・換算差額等合計　

　　　　
  － －  42,514 0.6  79,986 1.1

 純資産合計   － －  2,711,599 36.5  2,846,417 37.3

 負債純資産合計   － －  7,420,377 100.0  7,636,808 100.0
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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   1,804,444 100.0  1,984,533 100.0  3,639,776 100.0

Ⅱ　売上原価   1,479,600 82.0  1,648,888 83.1  2,972,969 81.7

売上総利益   324,844 18.0  335,645 16.9  666,807 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  314,245 17.4  310,615 15.7  626,926 17.2

営業利益   10,598 0.6  25,030 1.2  39,881 1.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,998 0.5  18,688 0.9  64,674 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  16,606 0.9  22,017 1.1  38,499 1.1

経常利益   2,990 0.2  21,700 1.0  66,056 1.8

Ⅵ　特別利益   － －  － －  21 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4  235,668 13.1  9,731 0.4  240,509 6.6

税引前中間純利益   － －  11,968 0.6  － －

税引前中間(当期)
純損失

  232,677 12.9  － －  174,432 4.8

法人税、住民税及
び事業税

 4,877   4,965   9,740   

法人税等調整額  △16,233 △11,356 △0.6 59,948 64,914 3.3 △12,647 △2,907 △0.1

中間(当期)純損失   221,321 12.3  52,945 2.7  171,525 4.7

前期繰越利益   259,836   －   －  

中間未処分利益   38,514   －   －  
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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6月1日　至平成18年11月30日）

株主資本 
評価・換

算差額等

資本金

資本金剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
純資産
合計

資本準備
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

その他有

価証券評

価差額金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

前期末残高

(千円）
1,064,820 1,000,660 1,000,660 7,890 600,000 93,060 700,950 2,766,430 79,986 2,846,417

中間会計期間中の変動額

新株の発行 110 110 110 － － － － 220 － 220

剰余金の配当 － － － － － △44,620 △44,620 △44,620 － △44,620

中間純損失 － － － － － △52,945 △52,945 △52,945 － △52,945

株主資本以外の項目の中

間変動額（純額） 
－ － － － － － － － △37,471 △37,471

中間会計期間中の

変動額合計 　　（千円）
110 110 110 － － △97,565 △97,565 △97,345 △37,471 △134,817

平成18年11月30日残高

（千円）
1,064,930 1,000,770 1,000,770 7,890 600,000 △4,505 603,384 2,669,084 42,514 2,711,599

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 
評価・換

算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
純資産
合計

資本準備
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

その他有

価証券評

価差額金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

前期末残高

(千円）
1,058,000 993,840 993,840 7,890 9,500 600,000 299,086 916,476 2,968,316 1,457 2,969,773

事業年度中の変動額

　特別償却準備金の取崩  －  －  － － △9,500  － 9,500 － －  － － 

新株の発行 6,820 6,820 6,820 － － － － － 13,640 － 13,640

剰余金の配当 － － － － － － △44,000 △44,000 △44,000 － △44,000

当期純損失 － － － － － － △171,525 △171,525 △171,525 － △171,525

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
－ － － － － － － － － 78,529 78,529

事業年度中の変動額合計

（千円）
6,820 6,820 6,820 － △9,500 － △206,025 △215,525 △201,885 78,529 △123,355

当期末残高

（千円）
1,064,820 1,000,660 1,000,660 7,890 － 600,000 93,060 700,950 2,766,430 79,986 2,846,417

－ 36 －



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

その他有価証券

①　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）

(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

①　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）

(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

①　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）

 ②　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　時価のないもの

　同左

②　時価のないもの

　同左

 (2）たな卸資産

製品………個別法による原価法

原材料……先入先出法による原

価法

仕掛品……個別法による原価法

貯蔵品……先入先出法による原

価法

(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

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（附属設備を除く）

については定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　　同左

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　

(1）有形固定資産

　　同左

 

　

 建物 ７年～50年

機械及び装置 ５年～６年

  

  

  

  

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

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

(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、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。

(1）貸倒引当金

　  同左

(1）貸倒引当金

　  同左

 (2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

(2）役員退職慰労引当金

　  同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。
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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）

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

５．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方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1）消費税等の会計処理方法

　同左

(1）消費税等の会計処理方法

　同左

 (2）税額計算における積立金の取扱

い

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している利益処分による特

別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を

計上しております。

(2）税額計算における積立金の取

扱い

────

(2）税額計算における積立金の取扱

い

────

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））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。

　これにより、税引前中間純損失が211,850

千円増加しております。

　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

金額から直接控除しております。

 

 

 　　　　　　───────

 

 （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））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。

　これにより、税引前当期純損失が211,850

千円増加しております。

　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。

 

 

 　　　　　　───────

 

 

 

 　　　　　　───────

 

（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 2,846,417千円であります。

　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。 
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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）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,423,988千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,683,577千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,566,571千円

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

※２．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務

（担保に供している資産）

建物 480,171千円

土地 387,685千円

合計 867,857千円

建物 450,670千円

土地 387,762千円

合計 838,433千円

建物 468,116千円

土地 387,762千円

合計 855,878千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予定長期借入金

 259,768千円

長期借入金 612,994千円

合計 872,762千円

１年以内返済予定長期借入金

 259,768千円

長期借入金 353,226千円

合計 612,994千円

１年以内返済予定長期借入金

 259,768千円

長期借入金 483,110千円

合計 742,878千円

　３．手形割引高及び裏書譲渡高 　３．手形割引高及び裏書譲渡高 　３．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 183,779千円 受取手形裏書譲渡高 305,257千円 受取手形裏書譲渡高 197,566千円
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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

補助金収入 900千円

自動販売機手数料収入 431千円

作業くず売却収入 1,622千円

消費税還付加算金 1,722千円

賃貸収入 2,535千円

自動販売機手数料収入 796千円

作業くず売却収入 10,171千円

賃貸収入 4,504千円

  

  

補助金収入 1,070千円

自動販売機手数料収入 1,916千円

作業くず売却収入 6,939千円

賃貸収入 7,023千円

受取配当金  43,908千円

※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 15,689千円 支払利息 18,816千円

減価償却費 　2,025千円

　 

支払利息 31,699千円

減価償却費 4,401千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの

減損損失 211,850千円

工場移転費用 23,818千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの

損害賠償金 8,181千円

固定資産除却損 870千円

固定資産売却損 680千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの

減損損失 211,850千円

工場移転費用 23,818千円

固定資産除却損 4,840千円

 

  

 ※４．減損損失

　当中間会計期間において、当社は、以下

の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

 場所 用途 種類 

 旧本社工場 遊休  建物、構築物、

 （東京都八王子市）   土地及び借地権

当社の固定資産は、事業用資産及び

遊休資産にグルーピングをしておりま

す。遊休資産の時価が下落しているこ

とにより、帳簿価格を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(211,850千円)として、特別損失に計上

しております。その内訳は、建物

67,582千円、構築物867千円、土地

56,475千円、借地権86,925千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価に基づき算出しており

ます。

 

 

 　　　　　　────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※４．減損損失

　当中間会計期間において、当社は、以下

の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

 場所 用途 種類 

 旧本社工場 遊休  建物、構築物、

 （東京都八王子市）   土地及び借地権

当社の固定資産は、事業用資産及び

遊休資産にグルーピングをしておりま

す。遊休資産の時価が下落しているこ

とにより、帳簿価格を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(211,850千円)として、特別損失に計上

しております。その内訳は、建物

67,582千円、構築物867千円、土地

56,475千円、借地権86,925千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価に基づき算出しており

ます。

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 135,525千円

無形固定資産 1,548千円

有形固定資産 122,734千円

無形固定資産 551千円

有形固定資産 283,854千円

無形固定資産 2,631千円

（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６月１日　至 平成18年11月30日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　該当事項はありません。

 前事業年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　該当事項はありません。
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①　リース取引

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)

機械及び装置 878,536 355,983 522,553

工具器具備品 64,363 30,845 33,517

ソフトウェア 70,184 17,182 53,002

合計 1,013,084 404,011 609,073

 
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)

機械及び装置 801,659 360,814 440,845

工具器具備品 43,761 19,461 24,299

ソフトウェア 70,184 36,393 33,791

合計 915,605 416,669 498,935

 
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)

機械及び装置 826,536 374,627 451,909

工具器具備品 75,863 43,240 32,623

ソフトウェア 70,184 26,787 43,396

合計 972,584 444,655 527,929

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 178,170千円

１年超 449,294千円

合計 627,465千円

１年内 169,860千円

１年超 338,104千円

合計 507,965千円

１年内 168,144千円

１年超 369,576千円

合計 537,720千円

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 93,001千円

減価償却費相当額 87,580千円

支払利息相当額 4,862千円

支払リース料 97,067千円

減価償却費相当額 91,916千円

支払利息相当額 4,205千円

支払リース料 186,457千円

減価償却費相当額 176,391千円

支払利息相当額 9,161千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・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減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

　同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

　同左

・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。

 

・利息相当額の算定方法

　同左

・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 1,620千円　

１年超 2,835千円

合計 4,455千円

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      1,620千円　

１年超      1,215千円

合計      2,835千円

 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      1,620千円　

１年超      2,025千円

合計      3,645千円

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在）

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。

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

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。

前事業年度末（平成18年５月31日現在）

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 614円16銭

１株当たり中間純損失

金額
50円30銭

１株当たり純資産額 607円57銭

１株当たり中間純損失

金額
11円87銭

１株当たり純資産額 637円92銭

１株当たり当期純損失

金額
38円87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、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。

同左 　　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、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。

 

 

　（注）１株当たり中間（当期）純損失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）純損失金額    

　中間（当期)純損失（千円） 221,321 52,945 171,525

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) 　　　　　(－) (－)  

普通株式に係る中間（当期）純損失(千円） 221,321 52,945 171,525

　普通株式の期中平均株式数（千株） 4,400 4,462 4,412

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額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　

平成15年8月26日

定時株主総会決議

ストックオプションとして

の新株予約権257個

　　　　　　　 　　　　　

　　　　　　　　　　

新株予約権　２種類　　　

　　　平成15年8月26日

定時株主総会決議

ストックオプションとして

の新株予約権192個

 

平成18年4月17日

取締役会決議

ストックオプションとして

の新株予約権500個

　

新株予約権　２種類

平成15年8月26日

定時株主総会決議

ストックオプションとして

の新株予約権193個

 

平成18年4月17日

取締役会決議

ストックオプションとして

の新株予約権500個

 

（重要な後発事象）

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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

　該当事項はありません。
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