
平成19年8月期 個別中間財務諸表の概要
平成19年4月6日

上場会社名 マニー株式会社 上場取引所 ＪＱ

コード番号 ７７３０ 本社所在都道府県 栃木県

(URL　http://www.mani.co.jp)

代    表    者 役職名 代表執行役社長　　氏名　　松　谷　貫　司

問合せ先責任者 役職名 執行役常務　　　　氏名　　髙　井　壽　秀

   ＴＥＬ （028）667－1811（代）

決算取締役会開催日 平成19年4月6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　100株）   

１．平成19年2月中間期の業績（平成18年9月1日～平成19年2月28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 ％

19年2月中間期 3,933 (9.7) 1,575 (10.9) 1,601 (11.2)

18年2月中間期 3,587 (13.6) 1,421 (21.3) 1,440 (20.7)

18年8月期 7,621  2,981  3,021  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

19年2月中間期 923 (6.6) 158 76

18年2月中間期 865 (19.6) 151 27

18年8月期 1,829  318 36

(注) ①期中平均株式数 19年2月中間期 5,815,685株 18年2月中間期 5,723,024株 18年8月期 5,746,327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  

 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

19年2月中間期 14,166 12,262 86.6 2,102 81

18年2月中間期 12,197 10,451 85.7 1,816 69

18年8月期 13,501 11,500 85.2 1,987 43

(注) ①期末発行済株式数 19年2月中間期 5,831,389株 18年2月中間期 5,753,300株 18年8月期 5,786,800株

 ②期末自己株式数 19年2月中間期 111株 18年2月中間期 100株 18年8月期 100株

２．平成19年8月期の業績予想（平成18年9月1日～平成19年8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 8,005  3,271  1,946  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 333円70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８月期 － 45 45

19年８月期（実績） － －
50

19年８月期（予想） － 50

※　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６ページを参照して下さい。
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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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間期比
前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成18年８月31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 2,379,368 2,645,362  3,094,681

２　受取手形  212,488 208,109  228,172

３　売掛金 938,980 1,042,489  1,106,817

４　有価証券 1,005,534 1,373,007  1,079,281

５　たな卸資産 1,629,441 1,744,332  1,683,342

６　繰延税金資産 165,198 150,281  162,979

７　その他 ※３ 181,129 80,360  79,563

  　貸倒引当金 △1,756 △1,776  △2,023

流動資産合計 6,510,383 53.4 7,242,167 51.1 731,783 7,432,816 55.1

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※１  

(1)建物  1,171,238 1,085,858  1,128,096

(2)機械装置 ※２ 889,472 860,630  859,504

(3)土地  1,146,656 1,146,656  1,146,656

(4)その他 ※２ 125,797 449,431  113,904

計 3,333,165  3,542,575  209,410 3,248,162

２　無形固定資産  

(1)ソフトウェア 15,320 13,085  12,662

(2)その他 2,508 4,588  2,421

計 17,829  17,673  △156 15,084

３　投資その他の資
産

 

(1)投資有価証券 1,537,762 2,417,014  1,881,436

(2)出資金 75,940 62,854  69,607

(3)保険積立金 465,670 504,033  496,191

(4)繰延税金資産 91,009 114,321  93,619

(5)その他 179,595 265,654  264,684

   貸倒引当金 △13,773 ―  △13,773

計 2,336,204  3,363,879  1,027,674 2,805,539

固定資産合計 5,687,199 46.6 6,924,128 48.9 1,236,928 6,068,785 44.9

資産合計 12,197,583 100.0 14,166,295 100.0 1,968,711 13,501,602 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間期比
前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成18年８月31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　買掛金 116,499 111,895  111,826

２　未払法人税等 580,444 622,347  700,893

３　賞与引当金 240,790 201,595  227,098

４　その他 ※３ 319,893 570,139  476,839

流動負債合計 1,257,627 10.3 1,505,978 10.6 248,351 1,516,656 11.2

Ⅱ　固定負債  

１　退職給付引当金 9,245 81,873  11,892

２　役員退職慰労引
当金

259,068 269,727  264,223

３　長期未払金 202,888 28,004  190,389

４　その他 16,800 18,400  17,600

固定負債合計 488,002 4.0 398,004 2.8 △89,998 484,105 3.6

負債合計 1,745,630 14.3 1,903,983 13.4 158,352 2,000,762 14.8

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 769,983 6.3 － － △769,983 － －

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 817,563 －  －

資本剰余金合計 817,563 6.7 － － △817,563 － －

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 91,833 －  －

２　任意積立金 7,515,000 －  －

３　中間未処分利益 1,219,785 －  －

利益剰余金合計 8,826,619 72.4 － － △8,826,619 － －

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

38,173 0.3 － － △38,173 － －

Ⅴ　自己株式 △387 △0.0 － － 387 － －

資本合計 10,451,953 85.7 － － △10,451,953 － －

負債資本合計 12,197,583 100.0 － － △12,197,583 － －
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

対前中間期比
前事業年度末の
要約貸借対照表

（平成18年８月31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   － －  861,075 6.1 861,075  809,564 6.0

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  －   908,655    857,144   

資本剰余金合計   － －  908,655 6.4 908,655  857,144 6.3

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  －   91,833    91,833   

(2）その他利益剰
余金

           

別途積立金  －   9,115,000    7,515,000   

繰越利益剰余
金

 －   1,246,350    2,183,470   

利益剰余金合計   － －  10,453,183 73.8 10,453,183  9,790,304 72.6

４　自己株式   － －  △471 △0.0 △471  △387 △0.0

株主資本合計   － －  12,222,443 86.3 12,222,443  11,456,626 84.9

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  － －  39,868  39,868  44,213  

評価・換算差額等
合計

  － －  39,868 0.3 39,868  44,213 0.3

純資産合計   － －  12,262,312 86.6 12,262,312  11,500,839 85.2

負債純資産合計   － －  14,166,295 100.0 14,166,295  13,501,602 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28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９月１日
至　平成18年８月31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 3,587,355 100.0 3,933,903 100.0 346,548 7,621,706 100.0

Ⅱ　売上原価 1,489,536 41.5 1,666,097 42.4 176,560 3,214,391 42.2

売上総利益 2,097,818 58.5 2,267,806 57.6 169,987 4,407,315 57.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

676,753 18.9 691,836 17.5 15,083 1,425,737 18.7

営業利益 1,421,065 39.6 1,575,970 40.1 154,904 2,981,577 39.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 20,764 0.6 27,073 0.7 6,308 42,324 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,010 0.0 1,265 0.0 254 2,158 0.0

経常利益 1,440,818 40.2 1,601,777 40.7 160,959 3,021,743 39.6

Ⅵ　特別利益 1,657 0.0 4,651 0.1 2,993 9,299 0.1

Ⅶ　特別損失 19,170 0.5 75,197 1.9 56,027 20,544 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

1,423,305 39.7 1,531,231 38.9 107,925 3,010,498 39.5

法人税、住民
税及び事業税

571,000 613,000 42,000 1,199,000

法人税等調整
額

△13,411 557,588 15.6 △5,054 607,945 15.4 8,356 △17,902 1,181,097 15.5

中間(当期）
純利益

865,717 24.1 923,285 23.5 57,568 1,829,401 24.0

前期繰越利益 354,068 － △354,068 －

中間未処分利
益

1,219,785 － △1,219,785 －
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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９月１日　至　平成19年２月28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
合計別途積立金

繰越利益　
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

809,564 857,144 857,144 91,833 7,515,000 2,183,470 9,790,304 △387 11,456,626

中間会計期間中の変動額

新株の発行 51,510 51,510 51,510    ―  103,021

剰余金の配当   ―   △260,406 △260,406  △260,406

任意積立金の積立   ―  1,600,000 △1,600,000 ―  ―

中間純利益   ―   923,285 923,285  923,285

自己株式の取得   ―    ― △84 △84

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）

51,510 51,510 51,510 ― 1,600,000 △937,120 662,879 △84 765,817

平成19年２月28日　残高
（千円）

861,075 908,655 908,655 91,833 9,115,000 1,246,350 10,453,183 △471 12,222,443

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８月31日　残高
（千円）

44,213 44,213 11,500,839

中間会計期間中の変動額

新株の発行  ― 103,021

剰余金の配当  ― △260,406

任意積立金の積立  ― ―

中間純利益  ― 923,285

自己株式の取得  ― △84

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額
（純額）

△4,344 △4,344 △4,344

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,344 △4,344 761,472

平成19年２月28日　残高
（千円）

39,868 39,868 12,262,312
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

719,988 767,568 767,568 91,833 6,115,000 1,959,643 8,166,476 △387 9,653,645

事業年度中の変動額

新株の発行 89,576 89,576 89,576    －  179,153

剰余金の配当   －   △205,574 △205,574  △205,574

任意積立金の積立   －  1,400,000 △1,400,000 －  －

当期純利益   －   1,829,401 1,829,401  1,829,401

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）

89,576 89,576 89,576 － 1,400,000 223,827 1,623,827 － 1,802,980

平成18年８月31日　残高
（千円）

809,564 857,144 857,144 91,833 7,515,000 2,183,470 9,790,304 △387 11,456,626

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８月31日　残高
（千円）

27,681 27,681 9,681,327

事業年度中の変動額

新株の発行  － 179,153

剰余金の配当  － △205,574

任意積立金の積立  － －

当期純利益  － 1,829,401

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

16,531 16,531 16,531

事業年度中の変動額合計
（千円）

16,531 16,531 1,819,512

平成18年８月31日　残高
（千円）

44,213 44,213 11,500,839
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1)有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価法

(1)有価証券

①子会社株式

同左

(1)有価証券

①子会社株式

同左

②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

は移動平均法により算定してお

ります。なお取得価額と債券金

額との差額が金利の調整と認め

られるものについては、償却原

価法を採用しております。）

②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

価は移動平均法により算定して

おります。なお取得価額と債券

金額との差額が金利の調整と認

められるものについては、償却

原価法を採用しております。）

②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

原価は移動平均法により算定

しております。なお取得価額

と債券金額との差額が金利の

調整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用して

おります。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資

（証券取引法第2条第2項により

有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎として、

持分相当額を純額で取り込む方

式によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

①製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

(2)たな卸資産

①製品・原材料・仕掛品

同左

(2)たな卸資産

①製品・原材料・仕掛品

同左

②貯蔵品

最終仕入原価法

②貯蔵品

同左

②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（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、主な耐用年数は次のとお

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 15～31年

機械装置 ６～12年

(2)無形固定資産

　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、その他の

無形固定資産については定額法を

採用しております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

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

可能性を検討し、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

従業員への賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

同左

(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。 

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(5年)による定額法に

より費用処理をしております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

(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

計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(5年)による定額法によ

り費用処理をしております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理をしております。

(追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年10月に退職一時

金制度及び適格退職年金制度の一

部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用してお

ります。本移行に伴う影響額は特

別損失として1,446千円計上されて

おります。

　また、適格退職年金制度につい

ては、確定拠出年金制度への一部

移行に伴い、年金資産が退職給付

債務等を65,752千円超過すること

となり、これを、投資その他の資

産「その他」に前払年金費用計上

しております。

――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年10月に退職一時

金制度及び適格退職年金制度の一

部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用してお

ります。本移行に伴う影響額は特

別損失として1,446千円計上されて

おります。

　また、適格退職年金制度につい

ては、確定拠出年金制度への一部

移行に伴い、年金資産が退職給付

債務等を64,615千円超過すること

となり、これを、投資その他の資

産「その他」に前払年金費用計上

しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(会計方針の変更)

当中間会計期間より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第３号　平成17年

３月16日）及び「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号　平成17年3月16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。

――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更)

当事業年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企

業会計基準第３号　平成17年３月

16日）及び「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第

７号　平成17年3月16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。

(4)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、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

　　　　　　　同左

(4)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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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

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

(1)消費税等の会計処理

同左
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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））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、

12,262,312千円であります。　

　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。これによる損益に与える影響はあ

りません。従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、11,500,839千円であります。　

　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。 

――――――――

 

 

 

 

  

 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準)

　

 当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５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。

――――――――
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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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,092,090千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,379,778千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

                        3,239,549千円

※２．圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補

助金等による圧縮記帳額は6,249千円であ

り、中間貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除しております。なお、その内

訳は工具器具備品等6,249千円であります。

※２．圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補

助金等による圧縮記帳額は6,249千円であ

り、中間貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除しております。なお、その内

訳は工具器具備品等6,249千円であります。

※２．圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補

助金等による圧縮記帳額は6,249千円であ

り、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額

を控除しております。なお、その内訳は

工具器具備品等6,249千円であります。

※３．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、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※３．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。

　３．　　　　――――――  

　　　　　　　

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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 2,891千円

受取配当金 52千円

有価証券売却益 291千円

匿名組合投資収益 11,460千円

為替差益 2,381千円

受取利息 7,229千円

受取配当金 54千円

匿名組合投資収益 13,149千円

為替差益 2,832千円

受取利息 919千円

受取配当金 1,422千円

匿名組合投資収益 23,793千円

為替差益 1,891千円

※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

有価証券売却損 609千円

投資事業組合損失 401千円

投資事業組合損失 1,265千円 有価証券売却損 609千円

投資事業組合損失 1,386千円

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 152,962千円

無形固定資産 3,623千円

有形固定資産 148,044千円

無形固定資産 2,924千円

有形固定資産 326,706千円

無形固定資産 7,358千円

（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９月１日　至　平成19年２月28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） 100 11 － 111

合計 100 11 － 111

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加11株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。　　　　

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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 100 － － 100

合計 100 － － 100
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（リース取引関係）

前中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

　リース契約の重要性が乏しく、リー

ス契約１件あたりのリース料総額が300

万円を超えるものがないため、記載を

省略しております。

同左 同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 1,816円69銭

１株当たり中間純利益    151円27銭

１株当たり純資産額 2,102円81銭

１株当たり中間純利益    158円76銭

１株当たり純資産額  1,987円43銭

１株当たり当期純利益    318円36銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益    147円50銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益   155円65銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益    310円46銭

（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９月１日
　　至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
　（自　平成18年９月１日
　　至　平成19年２月28日）

前事業年度
　（自　平成17年９月１日
　　至　平成18年８月31日）

１株当たり中間(当期)純利益    

　中間(当期)純利益(千円) 865,717 923,285 1,829,401

　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) 865,717 923,285 1,829,401

　期中平均株式数(千株) 5,723 5,815 5,746

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） 146 116 146

　（うち新株予約権）（千株） (146) (116) (146)

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

―――――― ――――――  ――――――

（重要な後発事象）

  該当事項はありません。

７．役員の異動

　該当事項はありません。
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