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決算取締役会開催日 平成19年２月20日 配当支払開始日 ──

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 2,023 (　 6.4) 0 (△97.6) 18 (△70.4)

17年12月中間期 1,902 (　 6.5) 39 (  14.1) 61 (  72.6)

18年６月期 5,008 367 399

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12月中間期 328 (△15.6) 21 71

17年12月中間期 388 (  －  ) 51 92

18年６月期 586 77 99

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 15,113,136株 17年12月中間期 7,488,894株 18年６月期 7,525,333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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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12月中間期 4,562 2,686 58.9 181 78

17年12月中間期 4,948 2,332 47.1 309 87

18年６月期 4,781 2,556 53.5 337 59

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 14,777,320株 17年12月中間期 7,528,460株 18年６月期 7,573,660株

②期末自己株式数 18年12月中間期 371,600株 17年12月中間期 －株 18年６月期 800株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 5,038  301  550  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　36円80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６月期 － 10.0 10.0

19年６月期（実績） － －
5.5

19年６月期（予想） － 5.5

※１．平成18年５月10日開催の取締役会決議により、平成18年６月30日現在の株主に対し平成18年７月１日をもって、普

通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため前事業年度に係る１株当たり中間（当期）純利

益及び１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。

※２．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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページをご参照ください。
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５．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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 215,155 92,777 164,135

２．受取手形 ※４ 15,969 21,951 23,252

３．売掛金 817,158 821,460 444,948

４．たな卸資産 201,792 224,314 177,191

５．繰延税金資産 37,588 32,286 48,520

６．その他 50,845 74,063 87,917

貸倒引当金 △22,726 △25,831 △18,590

流動資産合計 1,315,784 26.6 1,241,021 27.2 △74,762 927,374 19.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 283,152 264,428 312,115

２．供給設備 867,710 1,011,472 929,275

３．土地 ※２ 1,071,563 592,408 1,145,680

４．その他 204,652 173,742 165,054

有形固定資産
合計

2,427,079 2,042,052 △385,026 2,552,126

(2）無形固定資産

１．営業権 247,703 － 198,163

２．のれん － 148,622 －

３．その他 57,540 42,687 53,450

無形固定資産
合計

305,244 191,310 △113,934 251,613

(3）投資その他の
資産

１．投資有価証
券

6,178 25,098 7,087

２．関係会社株
式

570,047 737,547 720,047

３．関係会社出
資金

172,066 172,066 172,066

４．繰延税金資
産

102,440 98,670 98,763

５．その他 49,321 54,798 52,753

投資その他の
資産合計

900,054 1,088,180 188,126 1,050,718

固定資産合計 3,632,377 73.4 3,321,543 72.8 △310,834 3,854,458 80.6

資産合計 4,948,161 100.0 4,562,564 100.0 △385,597 4,781,833 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※４ 108,495 159,239 53,292

２．買掛金 528,889 489,020 162,321

３．短期借入金 ※２ 542,080 333,120 573,510

４．未払金 80,967 152,627 69,839

５．未払法人税等 264,000 210,000 324,000

６．未払消費税等 3,430 － 7,641

７．賞与引当金 35,567 30,284 48,985

８．その他 155,250 12,433 168,455

流動負債合計 1,718,680 34.8 1,386,725 30.4 △331,955 1,408,046 29.4

Ⅱ　固定負債

１．社債 250,000 － 250,000

２．長期借入金 ※２ 449,650 296,530 372,950

３．退職給付引当
金

88,759 98,144 91,950

４．役員退職慰労
引当金

67,460 67,272 67,460

５．匿名組合損失
未払金

32,400 22,243 27,697

６．その他 8,360 5,484 6,922

固定負債合計 896,630 18.1 489,675 10.7 △406,955 816,980 17.1

負債合計 2,615,311 52.9 1,876,400 41.1 △738,911 2,225,027 46.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 463,185 9.4 － － △463,185 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 452,856 － －

資本剰余金合計 452,856 9.1 － － △452,856 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 19,106 － －

２．任意積立金 912,731 － －

３．中間（当期）
未処分利益

483,528 － －

利益剰余金合計 1,415,366 28.6 － － △1,415,366 － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

1,442 0.0 － － △1,442 － －

資本合計 2,332,850 47.1 － － △2,332,850 － －

負債資本合計 4,948,161 100.0 － － △4,948,161 － －
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

(1）資本金 － － 476,433 10.4 476,433 476,433 10.0

(2）資本剰余金

１．資本準備金 － 466,058 466,058

資本剰余金合
計

－ －  466,058 10.2 466,058 466,058 9.8

(3）利益剰余金

１．利益準備金 － 19,106 19,106

２．その他利益
剰余金

特別償却準
備金

－ 1,159 1,683

別途積立金 － 1,200,000 910,000

繰越利益剰
余金

－ 645,583 682,686

利益剰余金合
計

－ － 1,865,848 41.0 1,865,848 1,613,475 33.7

(4）自己株式 － － △123,806 △2.7 △123,806 △966 0.0

株主資本合計 － － 2,684,534 58.9 2,684,534 2,555,000 53.5

Ⅱ　評価・換算差額
等

１．その他有価証
券評価差額金

－ － 1,630 0.0 1,630 1,805 0.0

評価・換算差額
等合計

－ － 1,630 0.0 1,630 1,805 0.0

純資産合計 － － 2,686,164 58.9 2,686,164 2,556,806 53.5

負債純資産合計 － － 4,562,564 100.0 4,562,564 4,781,833 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,902,191 100.0 2,023,520 100.0 121,328 5,008,419 100.0

Ⅱ　売上原価 999,114 52.5 1,084,850 53.6 85,735 2,933,171 58.6

売上総利益 903,076 47.5 938,669 46.4 35,592 2,075,248 41.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

863,905 45.4 937,736 46.3 73,830 1,707,907 34.1

営業利益 39,170 2.1 932 0.1 △38,237 367,340 7.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 39,993 2.1 33,902 1.6 △6,091 67,152 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 17,477 1.0 16,602 0.8 △874 34,801 0.7

経常利益 61,686 3.2 18,232 0.9 △43,454 399,691 8.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 616,120 32.4 683,304 33.8 67,184 621,942 12.4

Ⅶ　特別損失 ※４ 24,694 1.3 151,616 7.5 126,921 24,694 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

653,112 34.3 549,920 27.2 △103,191 996,939 19.9

法人税、住民
税及び事業税

261,564 205,365 414,783

法人税等調整
額

2,741 264,305 13.9 16,445 221,810 11.0 △42,495 △4,759 410,024 8.2

中間（当期）
純利益

388,806 20.4 328,109 16.2 △60,696 586,915 11.7

前期繰越利益 94,722 －  －

中間（当期）
未処分利益

483,528 －  －
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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７月１日　至　平成18年12月31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
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

476,433 466,058 466,058 19,106 1,683 910,000 682,686 1,613,475 △966 2,555,000

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩     △524  524 －  －

別途積立金の積立      290,000 △290,000 －  －

剰余金の配当       △75,736 △75,736  △75,736

中間純利益       328,109 328,109  328,109

自己株式の取得         △122,840 △122,840

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）

－ － － － △524 290,000 △37,102 252,373 △122,840 129,533

平成18年12月31日　残高
（千円）

476,433 466,058 466,058 19,106 1,159 1,200,000 645,583 1,865,848 △123,806 2,684,534

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,805 1,805 2,556,806

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △75,736

中間純利益   328,109

自己株式の取得   △122,840

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△174 △174 △174

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△174 △174 129,358

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,630 1,630 2,686,164
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

451,665 441,376 441,376 19,106 3,779 750,000 329,837 1,102,723 － 1,995,765

事業年度中の変動額

新株の発行 24,768 24,682 24,682       49,450

特別償却準備金の取崩     △2,096  2,096 －  －

別途積立金の積立      160,000 △160,000 －  －

剰余金の配当       △56,163 △56,163  △56,163

利益処分による役員賞与       △20,000 △20,000  △20,000

当期純利益       586,915 586,915  586,915

自己株式の処分         △966 △966

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

24,768 24,682 24,682 － △2,096 160,000 352,848 510,752 △966 559,235

平成18年６月30日　残高
（千円）

476,433 466,058 466,058 19,106 1,683 910,000 682,686 1,613,475 △966 2,555,000

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

775 775 1,996,540

事業年度中の変動額

新株の発行   49,450

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △56,163

利益処分による役員賞与   △20,000

当期純利益   586,915

自己株式の取得   △966

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

1,030 1,030 1,030

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,030 1,030 560,266

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,805 1,805 2,556,806
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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 

総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

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

は総平均法により算定）

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

価は総平均法により算

定）

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

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

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

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）及び供給設備については

定額法によっております。

　また、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　　　22～38年

　供給設備　　　　３～10年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

　なお、営業権については、５

年間で均等償却しておりま

す。

　また、自社利用のソフトウエ

アについては、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

定額法

　なお、のれんについては、５

年間で均等償却しておりま

す。

　また、自社利用のソフトウエ

アについては、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

定額法

　なお、営業権については、５

年間で均等償却しておりま

す。

　また、自社利用のソフトウエ

アについては、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。

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）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給予想額に

基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当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。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産に基づき、計上しており

ます。

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度廃止日（平

成17年９月29日開催の第46回定

時株主総会の日）までの在任期間

に応じた役員退職慰労金支給予定

額を計上しております。 

（追加情報）

　平成17年９月29日開催の第46

回定時株主総会において役員退職

慰労金制度廃止に伴う打切り支給

が承認可決され、平成17年10月

12日開催の取締役会並びに監査役

協議会において従来の役員退職慰

労金規程に基づく役員退職慰労金

制度廃止日（平成17年９月29日開

催の第46回定時株主総会の日）ま

での在任期間に応じた役員退職慰

労金について具体的な金額を決定

したため、当該金額を役員退職慰

労引当金として計上しております。

　これにより、同取締役会及び監

査役協議会において決定した特別

功労加算金19,220千円を特別損失

に計上しております。

　なお、重任された取締役４名及

び在任中の監査役１名に対する役

員退職慰労金については、それぞ

れ退任時に支給することとしてお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度廃止日（平

成17年９月29日開催の第46回定

時株主総会の日）までの在任期間

に応じた役員退職慰労金支給予定

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度廃止日（平

成17年９月29日開催の第46回定

時株主総会の日）までの在任期間

に応じた役員退職慰労金支給予定

額を計上しております。 

（追加情報）

　平成17年９月29日開催の第46

回定時株主総会において役員退職

慰労金制度廃止に伴う打切り支給

が承認可決され、平成17年10月

12日開催の取締役会並びに監査役

協議会において従来の役員退職慰

労金規程に基づく役員退職慰労金

制度廃止日（平成17年９月29日開

催の第46回定時株主総会の日）ま

での在任期間に応じた役員退職慰

労金について具体的な金額を決定

したため、当該金額を役員退職慰

労引当金として計上しております。

　これにより、同取締役会及び監

査役協議会において決定した特別

功労加算金19,220千円を特別損失

に計上しております。

　なお、重任された取締役４名及

び在任中の監査役１名に対する役

員退職慰労金については、それぞ

れ退任時に支給することとしてお

ります。

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、期末日の

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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引は、特例処理

の要件を満たしているため、特例

処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…

金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するため

にデリバティブ取引を行っており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

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

(1）匿名組合への参加と会計処理

　当社は航空機の購入及びレバ

レッジド・リースを目的とした匿

名組合への参加契約を締結し、

54,335千円を出資しております。

　当社の出資に係る匿名組合の持

分を適正に評価するため、当社の

負担すべき投資損益を出資金から

直接控除し、出資金額を超える投

資損失累計額が生じた場合は、負

債として計上しております。

(1）匿名組合への参加と会計処理

同左

(1）匿名組合への参加と会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左

(3）利益処分項目等の取扱いに関す

る事項

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

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積立及び取

崩しを前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

(3）納付税額及び法人税等調整額の

計算方法

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している特別償却準

備金の積立及び取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。

―――――
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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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30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。これによる損益に与える影

響はありません。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当期より、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。これによる損益に与える影響はありま

せん。

（固定資産の減価償却の方法の変更）

　従来、有形固定資産の供給設備については

定率法によっておりましたが、当中間会計期

間より定額法に変更いたしました。

　この変更は、主としてマンション等オーナー

向けに一定の契約年数の利用を前提に建設さ

れる供給設備については、当該投下資本が毎

期の取引数量に応じてほぼ一定額で回収され

ているため、各期に減価償却費を均等に配分

することにより、収益と費用をより適切に対

応させるために行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して当中間会計期間の減価償却費は40,351千

円減少し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益はそれぞれ同額増加しております。

―――――― （固定資産の減価償却の方法の変更）

　従来、有形固定資産の供給設備については

定率法によっておりましたが、当期より定額

法に変更いたしました。

　この変更は、主としてマンション等オーナー

向けに一定の契約年数の利用を前提に建設さ

れる供給設備については、当該投下資本が毎

期の取引数量に応じてほぼ一定額で回収され

ているため、各期に減価償却費を均等に配分

することにより、収益と費用をより適切に対

応させるために行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して当期の減価償却費は86,618千円減少し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ同額増加しております。

―――――― （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,686,164千円であります。

　なお、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貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当期より、「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

2,556,806千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当期

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。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

―――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、「営業権」として掲記されていたものは、

当中間会計期間から「のれん」と表示しております。
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,772,995千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,557,909千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

1,850,618千円であります。

※２　担保に供している資産及び担保付債務

は以下のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

※２　　　　　　─────　　　 ※２　担保に供している資産及び担保付債務

は以下のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

建物 88,922千円

土地 305,299千円

計 394,222千円

建物            85,393千円

土地           305,299千円

計           390,692千円

(ロ）担保付債務 (ロ）担保付債務

短期借入金 222,040千円

長期借入金     348,080千円

計    570,120千円

短期借入金          325,140千円

長期借入金        291,400千円

計        616,540千円

　上記の他、定期預金100,000千円を不

動産売買契約に係る銀行保証の担保に

供しております。

　上記の他、定期預金100,000千円を不

動産売買契約に係る銀行保証の担保に

供しております。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社等について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社等について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

朝日設備㈱   179,998千円

㈱中浜商店   100,000千円

㈱プリフォーム 30,000千円

　計 309,998千円

㈱いちたかサンテック

（旧　朝日設備㈱）

    60,000千円

㈱中浜商店   100,000千円

　計    160,000千円

㈱いちたかサンテック

（旧　朝日設備㈱）

    80,000千円

㈱中浜商店    100,000千円

㈱プリフォーム    30,000千円

　計  210,000千円

※４　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

※４　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

※４　　　　　─────

受取手形 1,131千円

支払手形      4.600千円

受取手形      3,945千円

支払手形           8,409千円
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 159千円

受取配当金 9,114千円

賃貸収入 11,932千円

匿名組合投資利益     3,907千円

受託業務収入 10,736千円

受取利息    194千円

受取配当金      11,667千円

賃貸収入       10,682千円

匿名組合投資利益       5,454千円

受取利息    348千円

受取配当金      9,330千円

賃貸収入       23,786千円

匿名組合投資利益      8,609千円

受託業務収入       15,033千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,585千円

社債利息    1,480千円

賃貸原価 6,621千円

支払利息      5,473千円

社債利息         929千円

社債保証料      1,449千円

賃貸原価     5,410千円

株式交付費     2,033千円

支払利息       11,311千円

社債利息      2,415千円

社債保証料      2,509千円

賃貸原価       13,987千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

供給設備売却益 16,622千円

関係会社株式売却益 599,497千円

供給設備売却益       9,945千円

土地売却益     673,358千円

供給設備売却益       22,445千円

関係会社株式売却益     599,497千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

役員退職慰労金  24,117千円 建物除却損 81,884千円

その他有形固定資産

除却損

     59,941千円

事業所移転費用      9,790千円

役員退職慰労引当金

繰入額

      19,220千円

役員退職慰労金      4,897千円

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 73,651千円

無形固定資産  60,958千円

有形固定資産       81,317千円

無形固定資産       61,480千円

有形固定資産     157,587千円

無形固定資産      122,391千円

（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７月１日　至　平成18年12月31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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 800 370,800 － 371,600

合計 800 370,800 － 371,600

（注）普通株式の自己株式の増加370,800株は、株式分割による増加800株及び取締役会決議による取得による増

加370,000株であります。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 480,562 10,940,770 10,460,207

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 568,062 5,124,240 4,556,177

前事業年度末（平成18年６月30日現在）

子会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

ウェルネット株式会社 550,562 9,681,920 9,131,357
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 309.87 円

１株当たり中間純利益金額 51.92 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
51.19 円

１株当たり純資産額 181.78 円

１株当たり中間純利益金額 21.71 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
21.62 円

１株当たり純資産額 337.59 円

１株当たり当期純利益金額 77.99 円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
76.62 円

　当社は、平成18年７月１日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

154.94円 　168.80円 

１株当たり中間純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

25.96円 　39.00円 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

25.59円 　38.31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７月１日

至　平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

前事業年度

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 388,806 328,109 586,915

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）純利益（千円） 388,806 328,109 586,915

期中平均株式数（千株） 7,488 15,113 7,525

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） 106 59 134

（うち新株予約権） (106) (59) (134)

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（新株予

約権の数200個）。

新株予約権２種類（新株予

約権の数439個）。

新株予約権１種類（新株予

約権の数200個）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

―――――― ―――――― 　平成18年５月10日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。

１．平成18年７月１日付をもって普通株式１

株につき２株に分割します。

①　分割により増加する株式数

　普通株式　7,574,460株

②　分割方法

　　平成18年６月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株

主の所有株式数を、１株につき２株の割

合をもって分割します。

２．配当起算日

　平成18年７月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前期における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の当期におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。

前期 当期

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

131.97円 168.80円 

１株当たり当期純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

14.19円 39.00円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

14.06円 38.31円 
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