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１．平成19年８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 （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 ％

19年８月中間期 1,914 8.4 99 △22.1 90 △16.3

18年８月中間期 1,765 △2.9 127 45.8 107 329.4

18年８月期 3,537 194 183

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８月中間期 61 193.6 7,145 18

18年８月中間期 20 △40.0 2,433 27

18年８月期 57 6,664 74

（注）①期中平均株式数 19年８月中間期 8,584株 18年８月中間期   8,584株 18年８月期 8,584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 （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

19年８月中間期 5,101 2,560 50.2 298,231 78

18年８月中間期 4,594 2,390 52.0 278,498 60

18年８月期 4,544 2,430 53.5 283,150 85

（注）①期末発行済株式数 19年８月中間期 8,584株 18年８月中間期 8,584株 18年８月期 8,584株

②期末自己株式数 19年８月中間期 1株 18年８月中間期 1株 18年８月期 1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 4,035 269 129

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 15,035円18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 3,000.00 3,000.00 6,000.00

19年８月期（実績） 3,200.00 －
6,400.00

19年８月期（予想） － 3,200.00

※　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『平成19年８月期中間連結決算短信 ３．経営成績及び財政状態　〔通期の

見通し〕』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日現在）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

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  573,920 723,352  381,063

２．受取手形  382,559 205,372  233,643

３．売掛金  794,785 789,008  748,752

４．たな卸資産  1,248,487 1,450,744  1,316,584

５．その他 ※４ 188,047 190,803  232,341

６．貸倒引当金  △3,814 ―  ―

流動資産合計  3,183,986 69.3 3,359,282 65.9 175,295 2,912,385 64.1

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構
築物

※１ 548,031 612,525 609,190

減価償却累
計額

 110,595 437,435 145,040 467,485 30,049 127,484 481,706

(2）車両運搬具  1,834 1,834 1,834

減価償却累
計額

 333 1,501 829 1,005 △495 629 1,205

(3）工具器具備
品

 354,371 481,439 410,502

減価償却累
計額

 133,634 220,736 161,872 319,567 98,831 147,938 262,564

(4）土地 ※１ 65,926 65,926 ― 65,926

有形固定資産
合計

 725,599 15.8 853,984 16.7 128,385 811,402 17.8

２．無形固定資産  24,317 0.5 37,260 0.7 12,942 30,327 0.7

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

 103,945 299,356  152,889

(2）関係会社株
式

 465,375 465,375  465,375

(3）その他  126,643 142,183  225,373

(4）貸倒引当金  △35,379 △55,824  △53,642

投資その他の
資産合計

 660,584 14.4 851,090 16.7 190,506 789,996 17.4

固定資産合計  1,410,500 30.7 1,742,335 34.1 331,834 1,631,726 35.9

資産合計  4,594,487 100.0 5,101,617 100.0 507,130 4,544,111 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

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  167,626 206,291  208,333

２．短期借入金 ※１ 1,040,000 690,000  990,000

３．一年内返済予
定長期借入金

※１ 299,144 317,622  284,606

４．一年内償還予
定社債

 20,000 20,000  20,000

５．役員賞与引当
金

 ― 646  ―

６．その他  126,096 105,779  161,651

流動負債合計   1,652,866 36.0  1,340,339 26.3 △312,527  1,664,591 36.6

Ⅱ　固定負債  

１．社債  30,000 10,000  20,000

２．長期借入金 ※１ 520,794 1,143,155  428,755

３．その他  ― 47,892  ―

固定負債合計  550,794 12.0 1,201,047 23.5 650,253 448,755 9.9

負債合計  2,203,660 48.0 2,541,387 49.8 337,726 2,113,346 46.5

  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  835,598 18.2 ― ― △835,598 ― ―

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金  1,070,868 ― ―   

資本剰余金合
計

 1,070,868 23.3 ― ― △1,070,868 ― ―

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  6,000 ― ―

２．任意積立金  360,000 ― ―

３．中間（当期）
未処分利益

 92,741 ― ―

利益剰余金合
計

 458,741 10.0 ― ― △458,741 ― ―

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

 25,877 0.5 ― ― △25,877 ― ―

Ⅴ　自己株式  △259 △0.0 ― ― 259 ― ―

資本合計  2,390,826 52.0 ― ― △2,390,826 ― ―

負債資本合計   4,594,487 100.0  ― ― △4,594,487  ― ―

         

44



 
 

前中間会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

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  ― ― 835,598 16.4 835,598 835,598 18.4

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  ― 1,070,868 1,070,868

資本剰余金
合計

 ― ― 1,070,868 21.0 1,070,868 1,070,868 23.6

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  ― 6,000 6,000

(2）その他利益
剰余金

 

別途積立金  ― 400,000 360,000

繰越利益剰
余金

 ― 98,898 103,312

利益剰余金
合計

 ― ― 504,898 9.9 504,898 469,312 10.3

４．自己株式  ― ― △259 △0.0 △259 △259 △0.0

株主資本合計  ― ― 2,411,105 47.3 2,411,105 2,375,520 52.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

 

１．その他有価証
券評価差額金

 ― ― 149,124 2.9 149,124 55,244 1.2

評価・換算差
額等合計

 ― ― 149,124 2.9 149,124 55,244 1.2

純資産合計  ― ― 2,560,230 50.2 2,560,230 2,430,765 53.5

負債純資産合計  ― ― 5,101,617 100.0 5,101,617 4,544,111 100.0
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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  1,765,832 100.0 1,914,571 100.0 148,738 3,537,113 100.0

Ⅱ　売上原価  1,215,740 68.9 1,343,950 70.2 128,209 2,412,660 68.2

売上総利益  550,091 31.1 570,621 29.8 20,529 1,124,453 31.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 422,557 23.9 471,251 24.6 48,694 930,194 26.3

営業利益  127,534 7.2 99,369 5.2 △28,164 194,258 5.5

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  2,044 2,907 5,779

２．受取配当金  336 777 461

３．補助金収入  28,716 21,421 49,742

４．為替差益  2,341 11,197 21,282

５．備品等受贈益  5,000 ― 5,000

６．その他  2,283 40,723 2.3 1,984 38,287 2.0 △2,435 3,224 85,491 2.4

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  22,094 19,081 42,822

２．社債利息  115 78 214

４．デリバティブ
評価損

 1,472 ― 1,293

５．たな卸廃棄損  ― 24,295 ―

６．貸倒引当金繰
入額

 35,680 2,181 50,128

７．その他  983 60,346 3.4 1,740 47,378 2.5 △12,968 1,452 95,911 2.7

経常利益  107,911 6.1 90,279 4.7 △17,631 183,838 5.2

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却
益

※２ 947 947 0.1 510 510 0.0 △436 947 947 0.0

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却
損

※４ 48 1,006 48

２．固定資産除却
損

※３ ― 27 141

３．投資有価証券
評価損

 59,687 59,735 3.4 ― 1,033 0.0 △58,701 59,687 59,877 1.7

税引前中間
（当期）純利
益

 49,122 2.8 89,756 4.7 40,634 124,908 3.5

法人税、住民
税及び事業税

 59,436 25,033 114,197

法人税等調整
額

 △31,203 28,233 1.6 3,384 28,417 1.5 183 △46,503 67,693 1.9

中間（当期）
純利益

 20,888 1.2  61,339 3.2 40,450  57,214 1.6

前期繰越利益  71,852 ― △71,852 ―

中間未処分利
益

 92,741 ― △92,741 ―
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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）

835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 360,000 103,312 469,312 △259 2,375,520

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △25,754 △25,754  △25,754

中間純利益      61,339 61,339  61,339

その他利益剰余金間の振替     40,000 △40,000 ―  ―

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）

― ― ― ― 40,000 △4,414 35,585 ― 35,585

平成19年２月28日　残高
（千円）

835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 400,000 98,898 504,898 △259 2,411,105

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）

55,244 55,244 2,430,765

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △25,754

中間純利益   61,339

その他利益剰余金間の振替   ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

93,880 93,880 93,880

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

93,880 93,880 129,465

平成19年２月28日　残高
（千円）

149,124 149,124 2,560,230
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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）

835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 195,000 280,443 481,443 △259 2,387,651

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △50,649 △50,649  △50,649

利益処分による役員賞与      △18,695 △18,695  △18,695

当期純利益      57,214 57,214  57,214

その他利益剰余金間の振替     165,000 △165,000 ―  ―

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）

― ― ― ― 165,000 △177,130 △12,130 ― △12,130

平成18年８月31日　残高
（千円）

835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 360,000 103,312 469,312 △259 2,375,520

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）

15,544 15,544 2,403,195

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △50,649

利益処分による役員賞与   △18,695

当期純利益   57,214

その他利益剰余金間の振替   ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

39,699 39,699 39,699

事業年度中の変動額合計
（千円）

39,699 39,699 27,569

平成18年８月31日　残高
（千円）

55,244 55,244 2,430,765
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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

イ　有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

イ　有価証券

子会社株式

同左

イ　有価証券

子会社株式

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、売却原価は移

動平均法により算定）

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

移動平均法により算定）

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、売却原価は移動

平均法により算定）

 時価のないもの

移動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

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　　　　―――――　

 

ロ　デリバティブ

時価法

 ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

個別法による原価法

ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

同左

ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

同左

 ケーブル類

月次総平均法による原価

法

ケーブル類

同左

ケーブル類

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

 材料

月次総平均法による原価法

材料

同左

材料

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、

建物（建物付属設備を除く）は定

額法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりでありま

す。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

 建物及び構築物　10～33年

工具器具備品　　５～８年

 

 

 

 なお、建物の一部については、事

業用定期借地権の賃借期間を耐用

年数として採用しております。

  

 無形固定資産

自社利用ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（主と

して５年）に基づく定額法によっ

ております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３．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。
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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）

４．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）　　　 ――――― (2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。

(2）　　　 ―――――

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

当社は、金利キャップ取引を

採用しており、特例処理の要

件を満たしているため、特例

処理を行っております。

(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　金利キャップ

ヘッジ対象　変動利付借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

当社の一定のルールに従い、

金利変動リスクをヘッジして

おり、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性の評価方法

金利キャップは特例処理に

よっているため、有効性の評

価は省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

(4）ヘッジ有効性の評価方法

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

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 ――――― 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。

　当事業年度から「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」（企業会計基準委

員会　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。

――――― ――――― 役員賞与に関する会計基準

　当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　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、

従来、株主総会決議時に未処分利益の

減少として会計処理していた役員賞与

を当事業年度から発生時に費用処理し

ております。

　この結果、前事業年度と同一の基準

で処理した場合と比較して、販売費及

び一般管理費が9,400千円増加し、営

業利益、経常利益、税引前当期純利益

がそれぞれ同額減少しております。

――――― ――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準

　当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　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」（企業会計基準委

員会　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2,430,765千円であります。

　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18年２月28日現在）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日現在）

前事業年度末
（平成18年８月31日現在）

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物及び構築物 397,202千円

土地 65,926千円

計 463,128千円

建物及び構築物 369,622千円

土地 65,926千円

計 435,548千円

建物及び構築物 390,079千円

土地 65,926千円

計 456,005千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

一年内返済予定長期

借入金
73,506千円

長期借入金 218,434千円

計 291,940千円

一年内返済予定長期

借入金
28,560千円

長期借入金 234,820千円

計 263,380千円

短期借入金 14,694千円

一年内返済予定長期

借入金
84,753千円

長期借入金 178,213千円

計 277,660千円

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行とコミットメント

ライン契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行とコミットメント

ライン契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額
1,300,000千円

借入実行残高 1,040,000千円

差引額 260,000千円

貸出コミットメント

の総額
1,300,000千円

借入実行残高 390,000千円

差引額 910,000千円

貸出コミットメント

の総額
1,300,000千円

借入実行残高 780,000千円

差引額 520,000千円

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関と

の取引に対し債務保証を行っており

ます。

株式会社ＩＤＸ 227,385千円

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関と

の取引に対し債務保証を行っており

ます。

株式会社ＩＤＸ 519,400千円

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関と

の取引に対し債務保証を行っており

ます。

株式会社ＩＤＸ 221,343千円

※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、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．　　　　─────

（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．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 6,846千円

無形固定資産 40千円

有形固定資産 5,810千円 有形固定資産 14,276千円

無形固定資産 76千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 947千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 510千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 947千円

※３．　　　　　 ――――― ※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 27千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 141千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

車両運搬具 48千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 1,006千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

車両運搬具 48千円
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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 1.62 ― ― 1.62

合計 1.62 ― ― 1.62

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 1.62 ― ― 1.62

合計 1.62 ― ― 1.62

53



①　リース取引

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

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

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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）

工具器具備品 106,661 40,996 65,664

無形固定資産
(ソフトウェア)

59,244 25,711 33,532

合計 165,905 66,708 99,197

 

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）

工具器具備品 126,017 58,875 67,141

無形固定資産
(ソフトウェア)

71,578 33,556 38,022

合計 197,596 92,432 105,163

 

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）

工具器具備品 115,993 48,865 67,128

無形固定資産
(ソフトウェア)

59,948 26,924 33,023

合計 175,942 75,790 100,151

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 34,598千円

１年超 66,508千円

合計 101,107千円

１年内 45,184千円

１年超 62,277千円

合計 107,462千円

１年内 40,260千円

１年超 62,011千円

合計 102,271千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 18,565千円

減価償却費相当額 17,393千円

支払利息相当額 1,299千円

支払リース料 23,562千円

減価償却費相当額 22,221千円

支払利息相当額 1,518千円

支払リース料 38,843千円

減価償却費相当額 36,475千円

支払利息相当額 2,706千円

(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、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

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

（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

②　有価証券

　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）及び前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）における子会社株式で

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 278,498円60銭

１株当たり中間純利

益金額
2,433円27銭

１株当たり純資産額 298,231円78銭

１株当たり中間純利

益金額
7,145円18銭

１株当たり純資産額 283,150円85銭

１株当たり当期純利

益
6,664円74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、潜在株式がな

い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

純利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

　（注）　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)

中間（当期）純利益（千円） 20,888 61,339 57,214

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）

（千円）
(－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
20,888 61,339 57,214

期中平均株式数（株） 8,584 8,584 8,584

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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