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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,275 2.7 275 △30.3 247 △32.5 103 △82.3

18年９月中間期 4,161 9.2 395 17.2 366 25.8 586 530.0

19年３月期 8,508 5.0 855 △8.5 807 △4.7 839 187.4

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 1,546 07 1,545 07

18年９月中間期 8,755 35 －  

19年３月期 12,523 20 －  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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９月中間期 15,786 8,580 54.3 128,033 05

18年９月中間期 16,804 8,359 49.7 124,743 95

19年３月期 16,811 8,612 51.2 128,510 74

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,580百万円 18年９月中間期 8,359百万円 19年３月期 8,612百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 509 △477 △737 2,499

18年９月中間期 1,619 19 △667 3,077

19年３月期 2,653 △296 △1,258 3,204

２．配当の状況　　　　　　　　

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  2,000 00 2,000 00

20年３月期 －  －  
2,000 00

20年３月期（予想） －  2,000 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,380 10.2 890 4.0 830 2.7 490 △41.6 7,311 90

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 67,014.00株 18年９月中間期 67,017.52株 19年３月期 67,017.52株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 3.52株 19年３月期 3.52株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 3,918 3.7 260 △27.6 234 △29.8 95 △83.3

18年９月中間期 3,778 4.4 359 5.3 334 12.0 569 501.9

19年３月期 7,775 1.3 808 △15.4 763 △12.8 814 165.6

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 1,418 57

18年９月中間期 8,494 96

19年３月期 12,151 39

(2）個別財政状態

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９月中間期 15,285 8,540 55.9 127,443 66

18年９月中間期 16,269 8,336 51.2 124,393 48

19年３月期 16,257 8,581 52.8 128,048 84

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,540百万円 18年９月中間期 8,336百万円 19年３月期 8,581百万円

 

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成

績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発する世界的な金融市場の混乱や原油

価格の高止まりなどの不安材料を抱きながらも、企業収益の改善による設備投資の増加、また個人消費の持ち直しに

より、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

  当社グループが属する放送・通信分野においては、法令・制度面の見直しや技術革新の進展などにより、放送と通

信の融合がますます加速し競合関係がより複雑化しております。

  このような状況の下、当社グループは、地上デジタル放送の認知度の高まりを背景に、平成18年10月に新サービス

として投入した「デジ録メニュー」（ハードディスク・ダブルチューナー内蔵ＳＴＢを使用）やインターネット接続

サービスの販売促進を積極的に展開いたしました。

  また、平成19年５月より「緊急地震速報配信システム」の実証実験を開始し、地域における防災情報サービスとし

て商用化の準備を進めており、同年７月より地域情報ポータルサイト「まちクル＠名古屋」を開設するなど、地域の

暮らしと生活を豊かにする「生活情報メディア」として事業活動を展開してきました。

  以上の結果、当中間連結会計年度の業績は次のとおりであります。

  連結売上高4,275,329千円（前年同期比2.7％増）、営業利益275,488千円（同30.3％減）、経常利益247,591千円（同

32.5％減）、中間純利益103,608千円（同82.3％減）となりました。前年同期比における当中間純利益の減益理由とい

たしましては、前中間連結会計期間において、固定資産売却益を特別利益に計上しているためであります。

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（放送サービス事業）

　当中間連結会計期間末の総接続世帯数は449,748世帯となり、前連結会計年度末から13,230世帯の増加（増加率3.0％）、

また、多チャンネル放送サービスの利用世帯は83,844世帯となり、同2,043世帯の増加（増加率2.5％）となりました。

これにより利用料収入が総収入に占める割合も50.7％となり、前年同期比は6.7％伸長し、放送サービス事業の売上高

は3,362,426千円（前年同期比3.8％増）となりました。

（通信関連事業）

　インターネット接続サービスにおいては、専用モデムの設置台数が45,637台となり、前連結会計年度末から1,955台

の増加（増加率4.5％）となりました。また、放送サービスと通信サービスの両サービスの利用世帯は26,033世帯とな

り、同902世帯の増加（増加率3.6％）となりました。これにより、通信関連事業の売上高は617,231千円（前年同期比

1.1％増）となりました。

（映画興行事業）

　映画興行事業においては、通常の映画興行や出張上映に加え、映画配給業務等にも取り組みました。これにより、

映画興行事業の売上高は295,672千円（前年同期比5.5％減）となりました。

通期の見通し

　当中間連結会計期間以降の経済環境は緩やかな回復基調を辿るものと思われますが、当社グループを取り巻く事業

環境は引き続き厳しい競合環境が予測されます。

　こうした環境の中、平成19年10月１日より、自主制作コミュニティチャンネル「スターキャットチャンネル」のデ

ジタル放送を開始しております。地上デジタル放送対応機器の普及が高まり、放送のデジタル化がより進展する中、

自主制作チャンネルを地上デジタル方式にて放送することにより、地域の「生活情報メディア」としての地位を確立

していきたいと考えております。営業活動においては、地域集中営業、個別営業をさらに強化し、新規顧客の獲得と

アナログ契約からデジタル契約への移行促進、及びインターネット接続サービス、ＩＰ電話サービスとのセット契約

の拡大を図り、収益の増加に繋げていきたいと考えております。広告販売活動においては、新たな広告媒体として開

設した「まちクル＠名古屋」を、コミュニティチャンネルや番組案内誌などの既存媒体と組み合わせることで、地域

店舗への営業活動に傾注していく計画であります。このほか、収益率が高い電波障害改善業務の売上につきましては

比較的下期に偏重する計画となっております。

　以上より、平成20年３月期の通期業績につきましては、連結売上高9,380,000千円、営業利益890,000千円、経常利

益830,000千円、当期純利益490,000千円を見込んでおり、平成19年５月10日に発表いたしました業績予想数値から変

更はございません。
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(2）財政状態に関する分析

（資産の部）

  当中間連結会計期間末における総資産額は15,786,653千円となり、前中間連結会計期間末より1,017,863千円（前年

同期比6.1％）の減少となりました。

　流動資産では、現金及び預金が前中間連結会計期間末と比較して577,223千円（同18.8％）の減少となりました。こ

れは、前中間連結会計期間末の預金残高に旧本社の土地、建物の売却代金が含まれていることによるものです。

　固定資産では、有形固定資産が減価償却により前中間連結会計期間末と比較して467,403千円（同4.0％）の減少と

なりました。

（負債の部）

　当中間連結会計期間末における負債総額は前中間連結会計期間末と比較して1,238,279千円（同14.7％）減少し、

7,206,646千円となりました。

　流動負債では、１年内返済予定長期借入金が前中間連結会計期間末と比較して307,050千円（同26.8％）減少してお

ります。

　固定負債では、返済により長期借入金が前中間連結会計期間末と比較して827,544千円（同20.7％）の減少となりま

した。

（純資産の部）

  当中間連結会計期間末の純資産合計につきましては、中間純利益の増加により8,580,006千円となり、前中間連結会

計期間末と比較して220,415千円（同2.6％）の増加となりました。

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、固定資産の減価償却費の内部留

保、法人税等の支払い、有形固定資産の取得及び借入金の返済等を総合し、前連結会計年度末に比べ704,324千円の減

少となり、当中間連結会計期間末には2,499,891千円となりました。

  また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は509,891千円（前年同期比1,109,349千円の減少）とな

りました。これは主に、固定資産の減価償却費の内部留保及び中間純利益の計上はあるものの、法人税の支払い等に

より獲得額が減少したことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は477,078千円（前年同期は19,219千円の資金の獲得）と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は737,136千円（前年同期比69,991千円の増加）となりま

した。これは主に、借入金の返済によるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つと考え、財務体質の強化や将来の事業展開に

必要な内部留保の確保を念頭におきながら、安定的な配当を実施することとしております。内部留保金につきまして

は、当社事業分野における技術革新や事業環境の変化に対応し、かつ市場競争力の確保、収益力向上のための事業用

設備への再配分等に活用してまいります。今後は、当社の財務状況、業績推移及び配当性向等を総合的に勘案し、株

主に対する利益還元に努力してまいります。
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(4）事業等のリスク

①新規加入者の獲得及び既存加入者の解約に関わるリスク

　新規加入者の獲得及び既存加入者の解約は、当社グループの事業規模拡大や収益性向上において最も重要な要素で

あり、総売上高の５割超を占める「利用料収入」は、加入者の増減数により大きく左右されます。当社グループは、

サービス開始以降これまで順調に加入件数が伸長しておりますが、今後、当社グループの予測に反して新規加入者数

の減少、既存加入者の解約数が増加するなどの事態に陥ると、当社グループの中長期的な事業計画に影響を及ぼす可

能性があります。

②競合に関わるリスク

　当社グループの競合環境は、放送と通信の融合が進展する中、ますます複雑激化しております。これら既存事業者

との競合に加え、当社グループと類似したサービスを開始する新たな事業者が市場参入する可能性も予見され、競争

力確保のための販売コストの増加や低価格販売による収益率の低下が、当社グループの中長期的な事業計画に影響を

及ぼす可能性があります。

③法制度の改正に関わるリスク

　当社グループは「有線テレビジョン放送法」「電気通信事業法」等に基づき事業運営を行っておりますが、今後、

当社グループの事業分野に係る法令・制度の改正内容が当社グループの事業促進に制約を課すような内容、また競合

事業者に対し有利な方向で改正された場合、当社グループの中長期的な事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

④自然災害に関わるリスク

　当社グループは、将来予測される大規模地震等の自然災害に備え、放送・通信設備等の重要機器を収容する社屋の

耐震工事や伝送路施設の二重化、データのバックアップ等の対策を講じております。しかしながら、予測を上回る大

規模災害が発生し、各種のサービス提供や顧客管理システムの停止を余儀なくされ、万が一停止期間が長期化した場

合、当社グループの事業運営に多大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤テレビ電波受信技術に関わるリスク

　デジタル化を中心とした放送分野における技術革新は今後もさらに加速することが予測され、将来、テレビ電波の

受信技術が飛躍的に進化し、当社グループのインフラ設備を利用しなくても受信障害が改善された場合「電波障害改

善業務」の受注がさらに減少する可能性があり、今後の当社グループの収益構造に影響を及ぼす可能性があります。

⑥個人情報保護に関わるリスク

　当社は、加入者から個人情報を適切に収集し管理した上でサービス提供を行っております。平成15年12月17日付け

にて、財団法人日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」の認定を受け、個人情報の取り扱い及び社内体制

の整備については細心の注意を払っております。しかしながら、外部からのハッキングなど不測の事態により個人情

報が外部に漏洩するような事態に陥った場合、信用失墜による収益の減少、損害賠償等による予期せぬ費用が発生し、

当社グループの事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

　＊プライバシーマーク：個人情報保護JISQ15001 に適合したコンプライアンス・プログラムを整備し、個人情報の

取り扱いを適切に行っている事業者に対して、経済産業省の外郭団体である財団法人日本情報処理開発協会が評価・

認定しマーク使用を許諾する制度。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社と子会社１社（株式会社スターキャット・エンタープライズ）で構成され、有線テレビジョン

放送事業及び電気通信事業を主たる業務とし、さらに各事業に関する設置工事・保守並びに映画興行事業を行っており

ます。

　当社グループの収益部門の位置付けは次のとおりであります。

(1）放送サービス事業

　当社グループは、受信者（加入者）に対して、ＮＨＫ・民放各社の番組を再送信するほか、当社が番組供給会社から

購入した専門番組及び自社で制作した番組を配信しており、配信に対しては「月額利用料」を徴収しております。また、

加入に際しては「加入料」のほか、受信のために必要な工事の対価として「工事料」を徴収しております。なお、加入

者から徴収する工事料のほか「電波障害改善業務」の対価としての工事料がありますが、これは高層建造物等の影響に

よるテレビ電波受信障害世帯における受信障害改善工事に関するもので、原因となる高層建造物等の建築主からの委託

により実施しているものであります。このほか、当社が配信する自社制作番組並びに毎月発刊する番組案内誌への広告

営業も行っており、広告主から「広告掲載料」を収受しております。

(2）通信関連事業

　当社グループは、ケーブルテレビ放送用のインフラを利用し、インターネット接続サービス（専用役務）及びＩＰ電

話サービスを提供しております。サービスの提供に対しては「月額利用料」を徴収するほか、当初の接続に係る「登録

料」「工事料」を収受しております。また、主に法人を対象にネットワークの提供や他電気通信事業者の回線リセール

等の事業展開も行っております。これらサービスの提供に関しては「月額利用料」を徴収するほか、当初の導入に関わ

る「工事料」を収受しております。

(3）映画興行事業

　当社グループは、子会社において興行事業を映画館３館６スクリーン体制で運営しております。映画の上映のみなら

ず、地域情報の発信やイベントの開催、当社サテライトスタジオの設置、プロモーション活動を行うなど、魅力ある拠

点として活用しております。
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 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

［事業系統図］
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、ますます進展する高度情報化時代を背景に「安定したセキュリティの高い“インフラ”及び地域

のニーズに沿った“コンテンツ”の提供を通じて地域社会を豊かにすること」を経営の基本理念としております。規

模と密度の備わった豊かなマーケットを対象に「放送サービス事業」及び「通信サービス事業」を展開し、事業規模

の拡大と継続的な発展を目指してまいります。今後も多様化するニーズに対応するため、利便性に富んだ新しいサー

ビスを提供し「生活情報メディア」としての存在意義を高めてまいります。株主・投資家・お客様・取引先・従業員・

地域社会からの期待を企業価値向上のサイクルに取り込み、調和のとれた透明性の高い事業運営を実践し、持続可能

な成長を目指してまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社グループの主たる収益基盤はサービス利用者から収受する利用料であり、その利用者の増加数、加入率、並び

に一加入者当たりの利用料単価の向上が企業価値を高める重要な指標の一つとして位置付けております。また、これ

らを基盤とした収益性・成長性の指標である経常利益率の向上が最も重要であると認識しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループの事業分野は「ブロードバンド化」「ＩＰ化」「デジタル化」等の技術革新により「放送と通信の融

合」が急速に進展しており、平成22年度には「ブロードバンド・ゼロ地域の解消（世帯カバー率90％以上）」と、平

成23年７月には「地上デジタル放送への全面移行（アナログ放送波の停止）」という２つの大きな国策が掲げられて

おり、これら中期的な事業環境の変化に的確な対応をしていきたいと計画しております。インフラ及び関連設備の高

度化と、ユーザーへの情報感度を高め、双方向サービスや利便性の高い付加価値サービスの提供を通じ「生活情報メ

ディア」としてさらなる成長を目指してまいります。

　各セグメントの事業展開を次のとおり計画しております。

①放送サービス事業

　放送メディア全般のデジタル化が進展する中、従来のアナログサービスからデジタルサービスへの円滑かつ戦略的

な移行に取り組んでまいります。この名古屋圏では全国に先駆け、ほぼ全域にて「地上デジタル放送」が開始されて

おり、総務省の計画では平成23年７月24日にて「地上アナログ放送」の電波が停止される予定であります。当社グルー

プでは、地上デジタル放送の開始と同時にサービス提供を実施し、現在では２種類の伝送方式にてサービス供給を行っ

ており、ユーザー所有のテレビに左右されることなく受信できる設備環境を整えております。「地上デジタル放送」

に対する認知度が高まる中、アナログ放送の電波が停止されるまでを重点期間として位置付け、当社インフラを利用

した地上デジタル放送の新規加入者の増加に向け、積極的な販売促進を展開してまいります。また、双方向サービス

やコンテンツの充実を図ることにより顧客満足度を高め、利用者数の拡大、収益向上に繋げていく予定であります。

②通信関連事業

　現在、当社のインターネット接続サービスの最高速度は30Ｍｂｐｓとなっており、その実効速度の安定性は高い水

準にありますが、技術的にはケーブルネットワークインフラ上でも100Ｍｂｐｓ超の高速化が実現可能な環境にありま

す。今後、実証実験や設備面の高度化を行い商用化していく計画であります。

③映画興行事業

　現在、映画館３館６スクリーンにて興行事業を展開しておりますが、編成する作品の規模に応じた劇場の選択や長

期興行など柔軟で効率的な運営を行うことにより収益向上に繋げてまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

①加入率の向上（営業力強化）

　当社グループの営業対象世帯数に対する接続世帯数の割合は業界平均水準にあるものの、総接続世帯数に対する「多

チャンネル契約」及び「インターネット契約」の加入率は比較的低い水準にあり、特に総接続世帯の約７割を占める

集合住宅世帯において顕著であります。これらは、当社インフラ設備に接続されていない住宅と比べ、加入時のコス

ト負担が少なく、部屋内の簡単な取付工事で利用できる設備環境にあるため、最重点営業先と位置付け営業力を傾注

しております。また「営業拠点の整備」「営業人員の増強」を図り、地域集中販売のための営業力を強化し加入率の

向上に繋げていく予定であります。

②新しい付加価値サービスの構築と提供

　放送のデジタル化と通信ネットワークのブロードバンド化が進展する中、自社インフラにて「放送サービス」「通

信サービス」「電話サービス」の提供が可能なケーブルテレビの普及は、今後もますます高まるものと考えておりま

す。一方、コンテンツ面における「放送と通信の融合」が加速する中、競合先との競争力確保や差別化については、

新たな付加価値サービスと独自商品メニューの投入が必要と認識しており、またこれら新しいサービスの提供が新規

加入者数の増加や解約防止に繋がるものと考えております。

③インフラ設備及び関連設備の更新

　上記②の新しい付加価値サービスを提供するためには、当社インフラ設備及び関連施設の高度化が必要であり、高

度インフラ設備としての整備構築を推進してまいります。

④媒体価値の向上と販売の確立

　当社グループでは、放送媒体として「自主制作番組（コミュニティチャンネル）」、印刷媒体として「番組案内誌」、

その他「ホームページ」「映画館」などの自社媒体を活用し、放送料や広告掲載料等の収益を計上しております。総

接続者数の増加に伴い媒体としての価値は高まりつつありますが、売上高全体に占める割合が低い状況にある中、自

社媒体それぞれの特徴や強みをミックスすることにより地域メディアとしての確立を図り、商品力、企画提案力、販

売力の強化に繋げていく予定であります。

⑤受信端末機のデジタル化移行

　当社グループは、現在「アナログ放送」と「デジタル放送」の２つの方式にて番組供給を行っております。当社側

設備のデジタル化は概ね完了しておりますが、デジタル放送が始まる以前の加入者宅には、ホームターミナル（アナ

ログ専用受信端末機）が設置されております。平成23年７月24日までには、地上波及び衛星波のアナログ放送が停止

予定とされており、アナログ加入者宅に設置されているホームターミナルをセットトップボックス（デジタル専用受

信端末機）へ交換する作業が必要となります。既にアナログ商品の販売は行っておらず、アナログ契約からデジタル

契約への移行も一定の進捗で進んでおりますが、現状51.1％がアナログ加入者の構成となっており、今後平成23年ま

でを計画的な移行期間として位置付け対応していく必要があります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　平成18年10月24日付け公表のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」をご参照ください。

　ジャスダック証券取引所ホームページ（ＪＤＳ検索ページ）

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(6）その他、会社の経営上重要な事項

      該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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   3,077,115   2,499,891  △577,223  3,204,215  

２　受取手形及び売掛金   1,065,485   1,122,128  56,643  1,129,685  

３　たな卸資産   2,515   4,128  1,613  3,056  

４　繰延税金資産   68,386   46,579  △21,806  71,732  

５　その他 ※４  282,060   273,213  △8,847  251,926  

貸倒引当金   △9,413   △9,180  233  △6,530  

流動資産合計   4,486,149 26.7  3,936,761 24.9 △549,388  4,654,085 27.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構築物 ※2,3  10,967,717   10,489,031  △478,685  10,823,207  

(2）土地 ※２  211,830   211,830  －  211,830  

(3）その他 ※2,3  561,200   572,482  11,282  517,347  

計   11,740,748 69.8  11,273,344 71.5 △467,403  11,552,384 68.7

２　無形固定資産   195,376 1.2  131,898 0.8 △63,478  161,796 1.0

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券   85,079   82,279  △2,800  84,959  

(2）長期前払費用   132,142   135,135  2,993  130,028  

(3）繰延税金資産   149,153   149,670  517  151,116  

(4）その他   25,391   86,096  60,704  87,498  

貸倒引当金   △9,525   △8,534  991  △9,945  

計   382,241 2.3  444,648 2.8 62,406  443,657 2.6

固定資産合計   12,318,366 73.3  11,849,891 75.1 △468,475  12,157,838 72.3

資産合計   16,804,516 100.0  15,786,653 100.0 △1,017,863  16,811,924 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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　支払手形及び買掛金   552,497   534,864  △17,632  563,491  

２　短期借入金   100,000   100,000  －  100,000  

３　１年内返済予定長期
借入金

※２  1,144,594   837,544  △307,050  1,000,944  

４　賞与引当金   55,525   61,229  5,704  56,095  

５　その他 ※４  1,121,548   1,377,895  256,347  1,446,964  

流動負債合計   2,974,164 17.7  2,911,533 18.4 △62,630  3,167,495 18.9

Ⅱ　固定負債            

１　社債   1,360,000   1,000,000  △360,000  1,330,000  

２　長期借入金 ※２  3,996,484   3,168,940  △827,544  3,579,362  

３　退職給付引当金   47,062   49,102  2,039  48,947  

４　役員退職慰労引当金   67,190   －  △67,190  74,100  

５　その他   24   77,070  77,046  －  

固定負債合計   5,470,760 32.6  4,295,112 27.3 △1,175,648  5,032,409 29.9

負債合計   8,444,925 50.3  7,206,646 45.7 △1,238,279  8,199,905 48.8

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,685,005 16.0  2,685,005 17.0 －  2,685,005 16.0

２　資本剰余金   2,339,683 13.9  2,339,683 14.8 －  2,339,683 13.9

３　利益剰余金   3,335,354 19.8  3,557,100 22.5 221,745  3,587,853 21.3

４　自己株式   △332 △0.0  － － 332  △332 △0.0

株主資本合計   8,359,710 49.7  8,581,788 54.3 222,078  8,612,208 51.2

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券評価

差額金
  △118 △0.0  △1,782 △0.0 △1,663  △190 △0.0

評価・換算差額等合計   △118 △0.0  △1,782 △0.0 △1,663  △190 △0.0

純資産合計   8,359,591 49.7  8,580,006 54.3 220,415  8,612,018 51.2

負債純資産合計   16,804,516 100.0  15,786,653 100.0 △1,017,863  16,811,924 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   4,161,881 100.0  4,275,329 100.0 113,448  8,508,828 100.0

Ⅱ　売上原価   2,588,063 62.2  2,716,234 63.6 128,170  5,235,001 61.5

売上総利益   1,573,818 37.8  1,559,095 36.4 △14,722  3,273,826 38.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,178,499 28.3  1,283,607 30.0 105,107  2,417,875 28.4

営業利益   395,318 9.5  275,488 6.4 △119,830  855,950 10.1

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  283   2,972   2,689 1,941   

２　受取配当金  2,183   2,709   526 2,198   

３　受取賃貸料  7,500   －   △7,500 11,576   

４　受取手数料  5,335   1,594   △3,740 20,207   

５　その他  2,037 17,340 0.4 1,657 8,934 0.2 △380 5,471 41,395 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  37,555   33,572   △3,982 74,609   

２　受取賃貸料原価  4,055   －   △4,055 7,406   

３　その他  4,252 45,863 1.1 3,259 36,831 0.8 △993 7,524 89,539 1.1

経常利益   366,796 8.8  247,591 5.8 △119,204  807,806 9.5

Ⅵ　特別利益            

１　貸倒引当金戻入益  1,882   107   △1,774 －   

２　固定資産売却益 ※２ 1,333,021   －   △1,333,021 1,333,021   

３　その他  11,090 1,345,993 32.4 － 107 － △11,090 12,760 1,345,781 15.8

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除却損 ※３ 703,992   2,813   △701,179 711,611   

２　前期損益修正損 
 
 

－   62,662   62,662 －   

３　その他  6,720 710,712 17.1 － 65,476 1.5 △6,720 5,593 717,204 8.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,002,076 24.1  182,222 4.3 △819,854  1,436,383 16.9

法人税、住民税及び
事業税

 398,148   50,928   △347,220 585,215   

法人税等調整額  17,197 415,345 10.0 27,686 78,614 1.9 10,488 11,937 597,153 7.0

中間（当期）純利益   586,731 14.1  103,608 2.4 △483,123  839,229 9.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 2,859,196 △332 7,883,552 1,306 7,884,858

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）   △110,573  △110,573  △110,573

中間純利益   586,731  586,731  586,731

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     △1,425 △1,425

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － 476,158 － 476,158 △1,425 474,732

平成18年９月30日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 3,335,354 △332 8,359,710 △118 8,359,591

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

平成19年３月31日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 3,587,853 △332 8,612,208 △190 8,612,018

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）   △134,028  △134,028  △134,028

中間純利益   103,608  103,608  103,608

自己株式の消却   △332 332 －  －

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     △1,591 △1,591

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △30,752 332 △30,419 △1,591 △32,011

平成19年９月30日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 3,557,100 － 8,581,788 △1,782 8,580,006

 （注）　平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 2,859,196 △332 7,883,552 1,306 7,884,858

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当（注）   △110,573  △110,573  △110,573

当期純利益   839,229  839,229  839,229

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     △1,496 △1,496

連結会計年度中の変動額合計（千

円）
－ － 728,656 － 728,656 △1,496 727,160

平成19年３月31日　残高（千円） 2,685,005 2,339,683 3,587,853 △332 8,612,208 △190 8,612,018

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,002,076 182,222 1,436,383

減価償却費  736,937 719,354 1,448,820

貸倒引当金の増減額（減少：△)  △1,761 4,562 △542

賞与引当金の増減額（減少：△)  1,550 5,134 2,120

退職給付引当金の増減額（減少：△)  900 154 2,785

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△)  △50,610 △74,100 △43,700

受取利息及び受取配当金  △2,466 △5,681 △4,139

支払利息  37,555 33,572 74,609

固定資産売却益  △1,333,021 － △1,333,021

固定資産除却損  703,992 2,813 711,611

売上債権の増減額（増加：△)  654,027 5,643 585,725

仕入債務の増減額（減少：△)  △62,451 △28,627 △51,457

前受金の増減額（減少：△)  △1,448 70,480 △17,484

未払金の増減額（減少；△)  － △21,694 49,072

長期未払金の増減額（減少；△)  － 77,070 －

その他（純額）  △34,250 55,837 △33,727

小計  1,651,029 1,026,743 2,827,055

利息及び配当金の受取額  2,466 5,681 4,139

利息の支払額  △37,088 △33,257 △74,412

法人税等の支払額  △20,793 △489,276 △126,950

還付法人税等の受取額  23,624 － 23,624

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,619,240 509,891 2,653,457
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △1,906,186 △446,601 △2,153,269

有形固定資産の売却による収入  1,960,640 － 1,961,369

無形固定資産の取得による支出  △29,275 △18,697 △33,345

長期前払費用の取得による支出  △6,087 △11,770 △10,146

保証金の差入による支出  － △137 △62,096

その他（純額）  128 128 538

投資活動によるキャッシュ・フロー  19,219 △477,078 △296,950

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（純減：△)  △800,000 － △800,000

長期借入れによる収入  800,000 － 800,000

長期借入金の返済による支出  △527,022 △573,822 △1,087,794

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △60,000

配当金の支払額  △110,123 △133,314 △110,297

財務活動によるキャッシュ・フロー  △667,145 △737,136 △1,258,091

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△)  971,314 △704,324 1,098,414

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,105,801 3,204,215 2,105,801

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 3,077,115 2,499,891 3,204,215
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

連結子会社の数　　　１社

連結子会社名

株式会社スターキャット・エンター

プライズ

　連結子会社の数　　　１社

　連結子会社名

同左　

　連結子会社の数　　　１社

　連結子会社名

同左　

２．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左　 　連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

３．会計処理基準に関す

る事項 

(1）重要な資産の評価

基準及び評価方法

イ　有価証券

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。）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左　

イ　有価証券

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。）

 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　たな卸資産

番組勘定

個別法による原価法

ロ　たな卸資産

番組勘定

同左　

ロ　たな卸資産

番組勘定

同左　

 
商品

最終仕入原価法による原価法 

商品

同左　

商品

同左　

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　２年～40年

構築物　　　　５年～20年

機械装置　　　２年～15年

なお、建物その他の固定資産の

一部については、事業用借地権の

賃借期間を耐用年数とし、残存価

額を零としております。

イ　有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。　

建物　　　　　２年～40年

構築物　　　　５年～20年

機械装置　　　２年～15年

なお、建物その他の固定資産の

一部については、事業用借地権の

賃借期間を耐用年数とし、残存価

額を零としております。

イ　有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。　

建物　　　　　２年～40年

構築物　　　　５年～20年

機械装置　　　２年～15年

なお、建物その他の固定資産の

一部については、事業用借地権の

賃借期間を耐用年数とし、残存価

額を零としております。

  

 

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく定額法に変更し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ901千円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法

改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却に含めて計上して

おります。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益がそれぞ

れ32,116千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

 ロ　無形固定資産

定額法

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）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左　

　

ロ　無形固定資産

同左　

 

 ハ　長期前払費用

均等償却

ハ　長期前払費用

同左　

ハ　長期前払費用

同左　

(3）重要な引当金の計

上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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。

イ　貸倒引当金

同左　

イ　貸倒引当金

同左　

 ロ　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当中間連結会

計期間に対応する額を計上しており

ます。

ロ　賞与引当金

同左　

ロ　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当連結会計年

度に対応する額を計上しております。

 ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、当連

結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当中間連結

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。

　なお、退職給付債務の計算につい

ては簡便法によっております。

ハ　退職給付引当金

同左　

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、当連

結会計年度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。

　なお、退職給付債務の計算につい

ては簡便法によっております。

 ニ　役員退職慰労引当金

役員の退職金支給に備えて、内規

に基づく中間期末要支給額相当額を

計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

─────

ニ　役員退職慰労引当金

役員の退職金支給に備えて、内規

に基づく期末要支給額相当額を計上

しております。 

  （追加情報）

平成19年６月28日開催の定時株主

総会終結の時をもって役員退職慰労

金の打ち切り支給が承認されまし

た。

　なお、打ち切り支給に関する支給

時期は、各役員の退任時であるため、

固定負債の「その他」に計上してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要なリース取引

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）重要なヘッジ会計

の方法

イ　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、特例処理を

採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　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

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 ハ　ヘッジ方針

金利変動リスクの回避及び金融収

支改善のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

特例処理を採用しており、有効性

の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財

務諸表（連結財務

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

４．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ケ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,359,591千円であります。

　なお、中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表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）

当連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,612,018千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 12,206,771千円  13,464,356千円  12,798,853千円

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

建物及び構築物 10,623,565千円

機械装置 419,103千円

土地 124,830千円

計 11,167,500千円

建物及び構築物 10,120,295千円

機械装置 441,341千円

土地 124,830千円

計 10,686,467千円

建物及び構築物 10,444,972千円

機械装置    371,353千円

土地     124,830千円

計  10,941,156千円

担保付債務 担保付債務 担保付債務

１年内返済予定長期

借入金
310,400千円

長期借入金 1,451,400千円

計  1,761,800千円

１年内返済予定長期

借入金
276,100千円

長期借入金   1,175,300千円

計  1,451,400千円

１年内返済予定長期

借入金
289,500千円

長期借入金 1,310,000千円

計   1,599,500千円

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

建物及び構築物 1,121,897千円

機械装置及び運搬具  59,633千円

建物及び構築物 1,122,321千円

機械装置及び運搬具 59,350千円

建物及び構築物 1,122,321千円

機械装置及び運搬具 59,492千円

※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

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ流動負債のその他に含めて表示して

おります。

─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 47,991千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,400千円

給与手当 414,221千円

賞与引当金繰入額 52,079千円

退職給付費用 4,109千円

販売手数料 74,410千円

支払手数料 81,936千円

減価償却費 72,134千円

役員報酬 50,054千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,970千円

給与手当 451,492千円

賞与引当金繰入額 56,393千円

退職給付費用 3,972千円

販売手数料 140,173千円

支払手数料 86,660千円

減価償却費 40,862千円

役員報酬 91,003千円

役員退職慰労引当金繰入額 27,310千円

給与手当 855,745千円

賞与 52,816千円

賞与引当金繰入額 52,688千円

退職給付費用 9,037千円

販売手数料 164,317千円

支払手数料 175,618千円

減価償却費 135,275千円

貸倒引当金繰入額 682千円

※２　固定資産売却益の内訳 ───── ※２　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 △123,905千円

土地 1,461,151千円

その他 △4,224千円

計 1,333,021千円

建物及び構築物 △123,905千円

土地 1,461,151千円

その他 △4,224千円

計  1,333,021千円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 703,992千円 建物及び構築物 2,492千円

機械装置及び運搬具 76千円

工具器具備品 245千円

建物及び構築物    703,992千円

機械装置及び運搬具 7,455千円

工具器具備品 163千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 67,017.52 － － 67,017.52

合計 67,017.52 － － 67,017.52

 自己株式     

 　　普通株式 3.52 －  － 3.52

合計 3.52 －  － 3.52

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 110,573 1,650  平成18年３月31日  平成18年６月27日

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 67,017.52 － 3.52 67,014.00

合計 67,017.52 － 3.52 67,014.00

 自己株式     

 　　普通株式 3.52 － 3.52 － 

合計 3.52 － 3.52 － 

 （注）自己株式の消却による減少であります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 134,028 2,000  平成19年３月31日  平成19年６月29日
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末　

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 67,017.52 － － 67,017.52

合計 67,017.52 － － 67,017.52

 自己株式     

 　　普通株式 3.52 － － 3.52

合計 3.52 － － 3.52

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額　　　

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 110,573 1,650  平成18年３月31日  平成18年６月28日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 134,028 2,000  平成19年３月31日  平成19年６月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,077,115千円は、現金及び預金の残高と

一致しております。

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,499,891千円は、現金及び預金の残高と

一致しております。

現金及び現金同等物の期末残高

3,204,215千円は、現金及び預金の残高と

一致しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
放送サービス事

業（千円）

通信関連事業

（千円）

映画興行事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,238,127 610,732 313,022 4,161,881 － 4,161,881

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 8,692 8,692 △8,692 －

計 3,238,127 610,732 321,714 4,170,573 △8,692 4,161,881

営業費用 2,985,339 410,002 297,792 3,693,134 73,428 3,766,562

営業利益 252,787 200,730 23,922 477,439 △82,120 395,318

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（156,117千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
放送サービス事

業（千円）

通信関連事業

（千円）

映画興行事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,362,426 617,231 295,672 4,275,329 － 4,275,329

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 11,796 11,796 △11,796 －

計 3,362,426 617,231 307,469 4,287,126 △11,796 4,275,329

営業費用 3,172,339 397,290 301,429 3,871,059 128,062 3,999,121

営業利益 190,086 219,940 6,040 416,067 △139,859 276,208

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（176,064千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

３．会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり、当社及び連結

子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく定額法に変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ

「放送サービス事業」の営業費用は807千円増加し、営業利益は同額減少しております。なお、これ以外のセグ

メントに与える影響は軽微であります。 

　また、同（追加情報）に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却する方法を採用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は「放送サービス事業」

が30,394千円、「通信関連事業」が1,695千円、「映画興行事業」が26千円増加しており、営業利益はそれぞれ

同額減少しております。

ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ㈱　(4339)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 25 －



前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
放送サービス事

業（千円）

通信関連事業

（千円）

映画興行事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,702,850 1,204,003 601,974 8,508,828 － 8,508,828

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 23,527 23,527 △23,527 －

計 6,702,850 1,204,003 625,502 8,532,356 △23,527 8,508,828

営業費用 6,038,380 796,108 594,245 7,428,734 224,143 7,652,877

営業利益 664,469 407,895 31,257 1,103,622 △247,671 855,950

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（352,743千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、在

外拠点がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、海

外売上高がないため、該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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（借主側）

(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（借主側）

(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（借主側）

(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）

機械装置及び運
搬具

368,267 187,648 180,618

工具器具備品 100,956 22,802 78,154

ソフトウェア 9,089 5,443 3,646

合計 478,313 215,894 262,419

 
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）

建物及び構築物 39,345 3,434 35,911

機械装置及び運
搬具

259,491 102,945 156,546

工具器具備品 163,792 51,846 111,946

ソフトウェア 9,089 7,158 1,931

合計 471,719 165,385 306,334

 
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）

建物及び構築物 39,345 1,020 38,324

機械装置及び運
搬具

424,954 229,882 195,072

工具器具備品 162,939 47,821 115,118

ソフトウェア 9,089 6,301 2,788

合計 636,329 285,025 351,304

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産等の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産等の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

(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 101,749千円

１年超 160,669千円

合計 262,419千円

１年内 95,078千円

１年超 211,256千円

合計 306,334千円

１年内 110,371千円

１年超 240,932千円

合計 351,304千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資

産等の中間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しており

ます。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産等の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 52,601千円

減価償却費相当額 52,601千円

支払リース料 65,771千円

減価償却費相当額 65,771千円

支払リース料 110,784千円

減価償却費相当額 110,784千円

(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

───── ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

１年内 76,645千円

１年超 625,939千円

合計 702,585千円

未経過リース料  

１年内 　76,645千円

１年超 664,262千円

合計 740,908千円

（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）

  　　　前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 10,800 △200

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 11,000 10,800 △200

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 74,279

  　　　当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 8,000 △3,000

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 11,000 8,000 △3,000

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 74,279
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 10,680 △320

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 11,000 10,680 △320

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 74,279
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（デリバティブ取引関係）

 　　　 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　　１．取引の状況に関する事項

　　(1）取引の内容

　　　　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引のみであります。

　　(2）取引に対する取組方針

　　　　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

　　　ない方針であります。

　　(3）取引の利用目的

　　　　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

　　　利用しております。

　　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　①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

　　　②ヘッジ方針

　　　　金利変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

　　(4）取引に係るリスクの内容

　　　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　　　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

　　　おります。

　　(5）取引に係るリスク管理体制

　　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

　　　担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　　　２. 取引の時価等に関する事項

　　　　ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

 　　　 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　　　１．取引の状況に関する事項

　　(1）取引の内容

　　　　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引のみであります。

　　(2）取引に対する取組方針

　　　　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

　　　ない方針であります。

　　(3）取引の利用目的

　　　　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

　　　利用しております。

　　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　①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

　　　②ヘッジ方針

　　　　金利変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

　　(4）取引に係るリスクの内容

　　　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　　　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

　　　おります。

　　(5）取引に係るリスク管理体制

　　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

　　　担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
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　　　２. 取引の時価等に関する事項

　　　　ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　１．取引の状況に関する事項

　　　　(1）取引の内容

　　　　　　利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引のみであります。

　　　　(2）取引に対する取組方針

　　　　　　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

　　　　　ない方針であります。

　　　　(3）取引の利用目的

　　　　　　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

　　　　　利用しております。

　　　　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①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

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　金利変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

　　　　(4）取引に係るリスクの内容

　　　　　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　　　　　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

　　　　　おります。

　　　　(5）取引に係るリスク管理体制

　　　　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

　　　　　担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　　　２．取引の時価等に関する事項

　　　　ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成12年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役　　　７名

取締役　　　３名

監査役　　　２名

従業員　　 105名（子会社従業員含む）

ストック・オプション数

（注）１，２
普通株式　　　3,840株 普通株式　　　1,830株

付与日（取締役会決議年月日） 平成12年12月26日 平成17年６月28日

権利確定条件  （注）３  （注）３

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません  対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
 自  平成12年12月26日

至　平成22年12月25日

 自　平成19年６月29日

 至　平成27年６月28日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．上記表に記載された株式数は、平成14年11月20日付株式分割（株式１株につき２株）及び平成16年11月19日

　　付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数を記載しております。　　　　　

３．対象者として本新株予約権を割当てられた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締

　　役、監査役又は従業員であることを要する。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成12年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 1,800 1,675

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － 15

未行使残 1,800 1,660
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②　単価情報

平成12年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 100,000 125,453

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －

（企業結合等）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 124,743.95円

１株当たり中間純利益金額    8,755.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、希薄化効果を有する潜在株式が存

在していないため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 128,033.05円

１株当たり中間純利益金額    1,546.07円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
 1,545.07円

１株当たり純資産額 128,510.74円

１株当たり当期純利益金額   12,523.20円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、希薄化効果を有する潜在株式が存

在していないため、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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 586,731 103,608 839,229

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） 586,731 103,608 839,229

期中平均株式数（株） 67,014.00 67,014.00 67,014.00

    

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（株） － 43.33 －

（うち旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づ

く新株引受権）
（－） （43.33） （－）

（うち旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権）
（－） （－） （－）

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12年12月26日臨時株主

総会決議による新株引受権方

式のストックオプション

（1,800株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,735株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,660株）

　平成12年12月26日臨時株主

総会決議による新株引受権方

式のストックオプション

（1,800株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,675株）

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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   2,881,719   2,327,688  △554,031  3,001,128  

２　受取手形   336   325  △10  1,899  

３　売掛金   1,035,081   1,088,293  53,212  1,082,830  

４　たな卸資産   1,166   2,546  1,380  1,602  

５　繰延税金資産   63,701   42,168  △21,532  67,400  

６　その他 ※４  272,199   254,438  △17,760  235,701  

貸倒引当金   △9,000   △8,865  135  △6,108  

流動資産合計   4,245,202 26.1  3,706,595 24.2 △538,607  4,384,453 27.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）構築物 ※2,3  10,509,322   9,976,926  △532,396  10,325,262  

(2）土地 ※２  211,830   211,830  －  211,830  

(3）その他 ※2,3  761,610   843,591  81,981  763,175  

計   11,482,764 70.6  11,032,348 72.2 △450,415  11,300,269 69.5

２　無形固定資産   177,612 1.1  125,279 0.8 △52,333  149,320 0.9

３　投資その他の資産            

(1）繰延税金資産   112,702   110,466  △2,235  113,165  

(2）その他   260,567   319,009  58,441  320,609  

貸倒引当金   △9,525   △8,534  991  △9,945  

計   363,744 2.2  420,941 2.8 57,197  423,829 2.6

固定資産合計   12,024,120 73.9  11,578,569 75.8 △445,550  11,873,418 73.0

資産合計   16,269,323 100.0  15,285,164 100.0 △984,158  16,257,872 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   458,164   444,223  △13,941  461,379  

２　１年内償還予定社債   60,000   360,000  300,000  60,000  

３　短期借入金   －   －  －  －  

４　１年内返済予定長期
借入金

※２  1,088,344   762,544  △325,800  925,944  

５　未払法人税等   410,632   52,617  △358,015  496,597  

６　賞与引当金   49,716   54,165  4,448  49,634  

７　その他 ※４  639,817   945,555  305,738  857,682  

流動負債合計   2,706,675 16.7  2,619,106 17.1 △87,569  2,851,237 17.5

Ⅱ　固定負債            

１　社債   1,360,000   1,000,000  △360,000  1,330,000  

２　長期借入金 ※２  3,752,734   3,000,190  △752,544  3,373,112  

３　退職給付引当金   46,595   48,289  1,693  48,358  

４　役員退職慰労引当金   67,190   －  △67,190  74,100  

５　その他   24   77,070  77,046  －  

固定負債合計   5,226,543 32.1  4,125,549 27.0 △1,100,994  4,825,570 29.7

負債合計   7,933,218 48.8  6,744,655 44.1 △1,188,563  7,676,807 47.2
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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  2,685,005 16.5 2,685,005 17.6 － 2,685,005 16.5

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  2,339,683   2,339,683    2,339,683   

資本剰余金合計  2,339,683 14.4 2,339,683 15.3 － 2,339,683 14.4

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  4,000   4,000    4,000   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  2,500,000   2,500,000    2,500,000   

繰越利益剰余金  807,867   1,013,603    1,052,899   

利益剰余金合計  3,311,867 20.3 3,517,603 23.0 205,735 3,556,899 21.9

４　自己株式  △332 △0.0 － － 332 △332 △0.0

株主資本合計  8,336,223 51.2 8,542,291 55.9 206,068 8,581,255 52.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
△118 △0.0 △1,782 △0.0 △1,663 △190.0 △0.0

評価・換算差額等合計 △118 △0.0 △1,782 △0.0 △1,663 △190.0 △0.0

純資産合計 8,336,104 51.2 8,540,509 55.9 204,405 8,581,065 52.8

負債純資産合計 16,269,323 100.0 15,285,164 100.0 △984,158 16,257,872 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   3,778,141 100.0  3,918,707 100.0 140,566  7,775,313 100.0

Ⅱ　売上原価   2,334,171 61.8  2,457,601 62.7 123,430  4,723,213 60.7

売上総利益   1,443,970 38.2  1,461,106 37.3 17,135  3,052,099 39.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,084,116 28.7  1,200,600 30.7 116,484  2,244,043 28.9

営業利益   359,854 9.5  260,505 6.6 △99,348  808,055 10.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  16,391 0.4  8,637 0.2 △7,753  38,236 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  42,204 1.1  34,519 0.8 △7,684  82,759 1.1

経常利益   334,040 8.8  234,623 6.0 △99,417  763,533 9.8

Ⅵ　特別利益 ※３  1,342,923 35.5  － － △1,342,923  1,342,711 17.3

Ⅶ　特別損失 ※４  708,184 18.7  65,476 1.7 △642,708  714,508 9.2

税引前中間（当期）
純利益

  968,779 25.6  169,147 4.3 △799,632  1,391,736 17.9

法人税、住民税及び
事業税

 397,969   45,065   △352,904 580,006   

法人税等調整額  1,529 399,498 10.5 29,017 74,082 1.9 27,488 △2,584 577,422 7.4

中間（当期）純利益   569,281 15.1  95,064 2.4 △474,216  814,313 10.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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18年３月31日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 399 2,300,000 548,759 2,853,159 △332 7,877,514

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
    △399  399 －  －

別途積立金の積立て

（注）
     200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当（注）       △110,573 △110,573  △110,573

中間純利益       569,281 569,281  569,281

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）
－ － － － △399 200,000 259,107 458,708 － 458,708

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 － 2,500,000 807,867 3,311,867 △332 8,336,223

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３月31日　残高

（千円）
1,306 1,306 7,878,821

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
  －

別途積立金の積立て

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △110,573

中間純利益   569,281

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1,425 △1,425 △1,425

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△1,425 △1,425 457,282

平成18年９月30日　残高

（千円）
△118 △118 8,336,104

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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19年３月31日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 － 2,500,000 1,052,899 3,556,899 △332 8,581,255

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
         －

別途積立金の積立て

（注）
         －

剰余金の配当（注）       △134,028 △134,028  △134,028

中間純利益       95,064 95,064  95,064

自己株式の消却       △332 △332 332 －

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）
－ － － － － － △39,296 △39,296 332 △38,963

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 － 2,500,000 1,013,603 3,517,603 － 8,542,291

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19年３月31日　残高

（千円）
△190 △190 8,581,065

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
  －

別途積立金の積立て

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △134,028

中間純利益   95,064

 自己株式の消却   －

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1,591 △1,591 △1,591

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△1,591 △1,591 △40,555

平成19年９月30日　残高

（千円）
△1,782 △1,782 8,540,509

 （注）　平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３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３月31日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,339,683 4,000 399 2,300,000 548,759 2,853,159 △332 7,877,514

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
    △399  399 －  －

別途積立金の積立て

（注）
     200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当（注）       △110,573 △110,573  △110,573

当期純利益       814,313 814,313  814,313

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）
－ － － － △399 200,000 504,139 703,740 － 703,740

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,685,005 2,339,683 2,399,683 4,000 － 2,500,000 1,052,899 3,556,899 △332 8,581,255

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３月31日　残高

（千円）
1,306 1,306 7,878,821

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取り崩

し（注）
  －

別途積立金の積立て

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △110,573

当期純利益   814,313

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△1,496 △1,496 △1,496

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,496 △1,496 702,243

平成19年３月31日　残高

（千円）
△190 △190 8,581,065

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１. 有価証券の評価基準

及び評価方法

子会社株式

　　移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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。）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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。）

 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

２. たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

番組勘定

個別法による原価法

番組勘定

同左

番組勘定

同左

３. 固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　２～40年

構築物　　　　　５～20年

機械及び装置　　２～15年

(1）有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　２～40年

構築物　　　　　５～20年

機械及び装置　　２～15年

(1）有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　２～40年

構築物　　　　　５～20年

機械及び装置　　２～15年

  （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく定額法に

変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ899千円減少しております。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却に含めて計上し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益がそれぞ

れ32,114千円減少しております。

 

 (2）無形固定資産

定額法

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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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

従業員に対する賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当中間会計期

間に対応する額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左　

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当事業年度に

対応する額を計上しております。

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、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。

　なお、退職給付債務の計算につい

ては簡便法によっております。

(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て、当事

業年度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。

　なお、退職給付債務の計算につい

ては簡便法によっております。

 (4）役員退職慰労引当金

役員の退職金支給に備えて、内規

に基づく中間期末要支給額相当額を

計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

─────

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職金支給に備えて、内規

に基づく期末要支給額相当額を計上

しております。

  （追加情報）

平成19年６月28日開催の定時株主

総会終結の時をもって役員退職慰労

金の打ち切り支給が承認されまし

た。

　なお、打ち切り支給に関する支給

時期は、各役員の退任時であるため、

固定負債の「その他」に計上してお

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

金利スワップについては特例処理

の要件を満たしており、特例処理を

採用しております。

(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

ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

 (3）ヘッジ方針

金利変動リスクの回避及び金融収

支改善のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

(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

特例処理を採用しており、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

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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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,336,104千円であります。

　なお、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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,581,065千円であります。

　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９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

   12,188,677千円  13,421,516千円  12,767,644千円

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産

建物 114,243千円

構築物 10,509,322千円

機械及び装置   419,103千円

土地    124,830千円

計 11,167,500千円

建物 143,369千円

構築物 9,976,926千円

機械及び装置 441,341千円

土地 124,830千円

計 10,686,467千円

建物 119,709千円

構築物 10,325,262千円

機械及び装置 371,353千円

土地 124,830千円

計 10,941,156千円

担保付債務 担保付債務 担保付債務

１年内返済予定長期

借入金
   310,400千円

長期借入金 1,451,400千円

計  1,761,800千円

１年内返済予定長期

借入金
276,100千円

長期借入金  1,175,300千円

計 1,451,400千円

１年内返済予定長期

借入金
289,500千円

長期借入金 1,310,000千円

計 1,599,500千円

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

上記はすべて工場財団抵当に供する資産

並びに対応する債務であります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

※３　国庫補助金等により固定資産の取得価額

から控除した圧縮記帳の累計額は次のとお

りであります。

構築物  1,121,897千円

機械及び装置    59,350千円

車両運搬具    283千円

構築物 1,122,321千円

機械及び装置 59,350千円

構築物 1,122,321千円

機械及び装置 59,350千円

車両運搬具 141千円

※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

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ流動負債のその他に含めて表示して

おります。

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

受取手数料 5,335千円

受取賃貸料 7,500千円

受取利息      2,768千円

受取配当金      2,709千円

受取手数料       20,207千円

受取賃貸料       11,576千円

※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 33,023千円

受取賃貸料原価 3,402千円

支払利息       26,589千円

社債利息      4,738千円

支払利息 63,895千円

社債利息       6,239千円

※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

固定資産売却益  

建物及び構築物 △123,905千円

土地 1,461,151千円

その他 △4,224千円

計 1,333,021千円

固定資産売却益  

建物及び構築物 △123,905千円

土地 1,461,151千円

その他 △4,224千円

計 1,333,021千円

※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

固定資産除却損 703,992千円 固定資産除却損 2,813千円

前期利用料修正 62,662千円

前期利用料修正は、半年・１年一括受取

利用料の月割計上への修正によるものです。

固定資産除却損 711,609千円

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 656,063千円

無形固定資産 58,536千円

有形固定資産 669,012千円

無形固定資産 26,191千円

有形固定資産 1,289,969千円

無形固定資産 111,246千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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　 3.52 －  － 3.52

 　　　　合計 3.52 －  － 3.52

 

 当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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　 3.52 － 3.52 －

 　　　　合計 3.52 － 3.52 －

 （注）自己株式の消却による減少であります。

 前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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　 3.52 － － 3.52

 　　　　合計 3.52 － － 3.52
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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（借主側）

(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（借主側）

(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（借主側）

(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 356,243 184,589 171,653

工具器具備品 49,775 15,270 34,505

車両運搬具 12,024 3,058 8,965

ソフトウェア 9,089 5,443 3,646

合計 427,132 208,362 218,770

 
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）

建物 39,345 3,434 35,911

機械及び装置 241,811 99,676 142,134

工具器具備品 112,611 35,621 76,990

車両運搬具 17,680 3,269 14,411

ソフトウェア 9,089 7,158 1,931

合計 420,538 149,159 271,379

 
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）

建物 39,345 1,020 38,324

機械及び装置 411,287 225,054 186,232

工具器具備品 111,758 35,942 75,816

車両運搬具 13,667 4,827 8,840

ソフトウェア 9,089 6,301 2,788

合計 585,148 273,146 312,002

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

(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 93,056千円

１年超 125,713千円

合計  218,770千円

１年内 86,384千円

１年超 184,994千円

合計 271,379千円

１年内 101,678千円

１年超 210,323千円

合計 312,002千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 48,254千円

減価償却費相当額 48,254千円

支払リース料 61,425千円

減価償却費相当額 61,425千円

支払リース料 102,091千円

減価償却費相当額 102,091千円

(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

───── ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料    

１年内 76,645千円

１年超 625,939千円

合計 702,585千円

未経過リース料       

１年内     76,645千円

１年超 664,262千円

合計 740,908千円

（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）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

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19年９月30日）

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19年３月31日）

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。

ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ㈱　(4339)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 48 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 124,393.48円

１株当たり中間純利益金額 8,494.96円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、希薄化効果を有する潜在株式が存

在していないため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 127,443.66円

１株当たり中間純利益金額 1,418.57円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
1,417.66円

１株当たり純資産額 128,048.84円

１株当たり当期純利益金額 12,151.39円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、希薄化効果を有する潜在株式が存

在していないため、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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 569,281 95,064 814,313

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） 569,281 95,064 814,313

期中平均株式数（株） 67,014.00 67,014.00 67,014.00

    

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（株） － 43.33 －

（うち旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づ

く新株引受権）
（－） （43.33） （－）

（うち旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権）
（－） （－） （－）

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

　平成12年12月26日臨時株主

総会決議による新株引受権方

式のストックオプション

（1,800株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,735株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,660株）

　平成12年12月26日臨時株主

総会決議による新株引受権方

式のストックオプション

（1,800株）

　平成17年６月28日定時株主

総会決議による新株予約権方

式のストックオプション

（1,675株）

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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６．その他
 該当事項はありません。
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