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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 15,677 1.8 414 △11.1 455 △16.3

17年９月中間期 15,398 7.4 466 △29.0 543 △20.4

18年３月期 31,168 1,191 1,333

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９月中間期 235 △16.3 30 58

17年９月中間期 281 △25.7 36 54

18年３月期 730 93 09

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 7,693,131株 17年９月中間期 7,695,063株 18年３月期 7,694,615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

18年９月中間期 15,928 7,862 49.4 1,022 16

17年９月中間期 14,574 7,253 49.8 942 66

18年３月期 15,094 7,806 51.7 1,012 84

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 7,692,051株 17年９月中間期 7,694,951株 18年３月期 7,693,651株

②期末自己株式数 18年９月中間期 7,949株 17年９月中間期 5,049株 18年３月期 6,349株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 32,300 1,050 550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）71円49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３月期 － 14.00 14.00

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － 12.00 12.00

 

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであります。実際の業績は、今後さ

まざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料７～９ページを参照してください。
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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17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ．流動資産

１．現金及び預金 ※3 604,083 513,875 744,760

２．受取手形 ※5 70,707 81,613 59,428

３．売掛金 3,556,928 4,633,695 3,611,526

４．たな卸資産 1,634,319 1,724,482 1,781,323

５．その他 322,451 319,802 247,369

貸倒引当金 △21,797 △18,884 △22,050

流動資産合計 6,166,693 42.3 7,254,584 45.5 6,422,357 42.5

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産
※1.
2.3

(1）建物 1,648,909 1,553,774 1,603,641

(2）機械及び装置 877,878 906,637 881,834

(3）土地 2,958,825 2,958,825 2,958,825

(4）その他 394,337 370,123 373,536

有形固定資産合計 5,879,950 5,789,361 5,817,838

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 67,067 143,720 156,681

(2）ソフトウェア仮
勘定

203,519 529,225 396,836

無形固定資産合計 270,587 672,946 553,517

３．投資その他の資産

(1）その他 2,303,722 2,251,455 2,339,246

貸倒引当金 △45,964 △39,450 △38,296

投資その他の資産
合計

2,257,757 2,212,005 2,300,949

固定資産合計 8,408,296 57.7 8,674,312 54.5 8,672,305 57.5

資産合計 14,574,990 100.0 15,928,896 100.0 15,094,662 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ．流動負債

１．支払手形 ※5 346,408 603,827 230,990

２．買掛金 ※3 2,530,499 2,347,738 2,256,799

３．短期借入金 ※3 1,150,000 2,900,000 1,500,000

４．未払法人税等 289,373 251,083 294,303

５．賞与引当金 290,000 320,000 216,000

６．役員賞与引当金 － 6,724 －

７．その他 ※4 698,836 857,820 875,378

流動負債合計 5,305,117 36.4 7,287,194 45.7 5,373,471 35.6

Ⅱ．固定負債

１．長期借入金 ※3 1,450,000 50,000 1,200,000

２．退職給付引当金 141,352 33,604 56,568

３．役員退職慰労引当
金

224,076 233,951 228,571

４．繰延税金負債 － － 15,751

５．長期リース債務 200,666 461,611 413,801

固定負債合計 2,016,094 13.8 779,167 4.9 1,914,691 12.7

負債合計 7,321,211 50.2 8,066,361 50.6 7,288,163 48.3

（資本の部）

Ⅰ．資本金 1,102,250 7.6 － － 1,102,250 7.3

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 1,098,990 － 1,098,990

資本剰余金合計 1,098,990 7.5 － － 1,098,990 7.3

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 200,812 － 200,812

２．任意積立金 4,242,503 － 4,242,503

３．中間（当期）未処
分利益

412,374 － 861,461

利益剰余金合計 4,855,690 33.3 － － 5,304,777 35.1

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

200,672 1.4 － － 305,519 2.0

Ⅴ．自己株式 △3,824 △0.0 － － △5,037 △0.0

資本合計 7,253,778 49.8 － － 7,806,499 51.7

負債資本合計 14,574,990 100.0 － － 15,094,662 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１．資本金 － － 1,102,250 6.9 － －

２．資本剰余金

 (１)資本準備金 － 1,098,990 －

資本剰余金合計 － － 1,098,990 6.9 － －

３．利益剰余金

 (１)利益準備金 － 200,812 －

 (２)その他利益剰余
 金

 　　固定資産圧縮積　
　　　 立金

－ 2,298 －

 　　別途積立金 － 4,839,000 －

 　　繰越利益余剰金 － 376,229 －

  利益余剰金合計 － － 5,418,341 34.0 － －

４．自己株式 － － △6,570 △0.0 － －

  株主資本合計 － － 7,613,010 47.8 － －

Ⅱ．評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

－ － 241,317 1.5 － －

２．繰延ヘッジ損益 － － 8,206 0.1 － －

　評価・換算差額等
　合計

－ － 249,524 1.6 － －

  純資産合計 － － 7,862,534 49.4 － －

  負債純資産合計 － － 15,928,896 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 15,398,451 100.0 15,677,125 100.0 31,168,753 100.0

Ⅱ．売上原価 ※１ 11,826,306 76.8 11,979,078 76.4 23,788,482 76.3

売上総利益 3,572,144 23.2 3,698,046 23.6 7,380,271 23.7

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

※１ 3,105,748 20.2 3,283,218 21.0 6,188,376 19.9

営業利益 466,395 3.0 414,828 2.6 1,191,894 3.8

Ⅳ．営業外収益

受取利息 479 520 693

受取配当金 38,281 7,235 40,629

通貨スワップ評価
益

46,965 24,579 115,677

その他 13,940 30,689 30,401

営業外収益合計 99,667 0.6 63,025 0.4 187,401 0.6

Ⅴ．営業外費用

支払利息 21,492 20,774 41,250

その他 579 1,563 4,834

営業外費用合計 22,071 0.1 22,337 0.1 46,085 0.1

経常利益 543,991 3.5 455,516 2.9 1,333,211 4.3

Ⅵ．特別利益 ※２ 5,303 0.0 1,190 0.0 3,459 0.0

Ⅶ．特別損失 ※３ 23,850 0.1 2,967 0.0 32,887 0.1

税引前中間(当期)
純利益

525,444 3.4 453,739 2.9 1,303,783 4.2

法人税、住民税及
び事業税

276,118 234,484 492,494

法人税等調整額 △31,918 244,200 1.6 △16,040 218,443 1.4 80,957 573,452 1.9

中間(当期)純利益 281,244 1.8 235,295 1.5 730,331 2.3

前期繰越利益 131,130 － 131,130

中間(当期)未処分
利益

412,374 － 861,461
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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
合計固定資産

圧縮積立金
別途 
積立金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高

（千円）
1,102,250 1,098,990 1,098,990 200,812 3,502 4,239,000 861,461 5,304,777 △5,037 7,500,979

中間会計期間中の変動額  

固定資産圧縮積立金の取

崩し　(注)
△875  875 － －

固定資産圧縮積立金の取

崩し
△328 328 － －

別途積立金の積立て(注) 600,000 △600,000 － －

剰余金の配当　(注) △107,711 △107,711 △107,711

役員賞与　(注) △14,020 △14,020 △14,020

中間純利益 235,295 235,295 235,295

自己株式の取得  － △1,532 △1,532

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）
－ － － － △1,204 600,000 △485,231 113,563 △1,532 112,031

平成18年９月30日残高

（千円）
1,102,250 1,098,990 1,098,990 200,812 2,298 4,839,000 376,229 5,418,341 △6,570 7,613,010

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高

（千円）
305,519 － 305,519 7,806,499

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取

崩し　(注)
－ －

固定資産圧縮積立金の取

崩し
－ －

別途積立金の積立て　

(注)
－ －

剰余金の配当　(注) － △107,711

役員賞与　(注) － △14,020

中間純利益 － 235,295

自己株式の取得 － △1,532

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△64,201 8,206 △55,995 △55,995

中間会計期間中の変動額　

合計（千円）
△64,201 8,206 △55,995 56,035

平成18年９月30日残高

（千円）
241,317 8,206 249,524 7,862,534

 （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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(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も

とづく時価法（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

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もとづ

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）

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

　総平均法による原価法

(3）たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

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

(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）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。

建物　　　　　８～50年

機械装置　　　８～13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

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

　従業員賞与の支給に備えるため、

賞与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）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当期の負担額を計

上しております。

(3)役員賞与引当金

─────

(3)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。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

４号平成17年11月29日）を適用し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

6,724千円減少しております。

(3)役員賞与引当金

─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）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もとづき、

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、数理計算上の差異は、その

発生時に全額費用処理することとし

ております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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もとづき計

上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その

発生時に全額費用処理することとし

ております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規にもとづく中間期末要支給

額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規にもと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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約のヘッジについてヘッジ

会計の要件を満たしている場合には

繰延ヘッジ処理を、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たしてい

る場合には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、ヘッジ対象

a.ヘッジ手段…為替予約

　ヘッジ対象…外貨建予定取引

b.ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象

a.ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

b.ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象

a.ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

b.ヘッジ手段…同左 

　ヘッジ対象…同左　

(3）ヘッジ方針

　取締役会において決定された基本

方針等に従い、経営審議会において

付議決定された事項にもとづき、為

替相場変動リスク及び金利変動リス

クをヘッジしております。

(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

　外貨建予定取引（ヘッジ対象）と

その外貨建予定取引の為替リスクを

ヘッジする為替予約（ヘッジ手段）

とは重要な条件が同一であるため有

効性の評価を省略しております。ま

た、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有効性の

判定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

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式を採用しております。

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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

中間純利益は17,696千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則にもとづ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

（固定資産の減損に係る会計基準）

─────

（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。これにより税引前

当期純利益は17,696千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則にもとづき各

資産の金額から直接控除しております。

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

─────

 (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7,854,328千円であります。

　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）

─────
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18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

7,456,255千円 7,781,664千円          7,627,989千円

※２．有形固定資産の取得価額から保険差益

による圧縮記帳額123,957千円（建物

123,026千円、工具器具備品930千円）が

控除されております。

※２．　　　　　　同左 ※２．　　　　　　同左

※３．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

※３．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

※３．担保に供している資産ならびに担保付

債務は次のとおりであります。

担保提供資産

定期預金 10,000千円

建物
1,237,031

(1,164,654千円)

機械及び装置
456,956

(456,956　　)

土地
1,545,400

(1,280,572　　)

その他の有形固定

資産

78,915

(78,915　　)

合計
3,328,304

(2,981,099　　)

担保付債務

買掛金 10,000千円

短期借入金
740,000

(540,000千円)

長期借入金
1,305,000

(1,305,000　　)

合計
2,055,000

(1,845,000　　)

担保提供資産

定期預金       10,000千円

建物
1,166,074

(1,098,158千円)

機械及び装置
455,039

(455,039　　)

土地
1,545,400

(1,280,572　　)

その他の有形固定

資産

73,594

(73,594　　)

合計
3,250,110

(2,907,365　　)

担保付債務

買掛金       10,000千円

短期借入金
1,505,000

(1,305,000千円)

長期借入金
－

(         －　　)

合計
1,515,000

(1,305,000　　)

担保提供資産

定期預金       10,000千円

建物
1,203,079

(1,133,014千円)

機械及び装置
478,566

(478,566　　)

土地
1,545,400

(1,280,572　　)

その他の有形固定

資産

74,412

(74,412　　)

合計
3,311,459

(2,966,565　　)

担保付債務

買掛金       10,000千円

短期借入金
740,000

（200,000千円)

長期借入金
1,035,000

(1,575,000　　)

合計
1,785,000

(1,775,000　　)

　上記のうち(　)内書は工場財団抵当なら

びに当該債務を示しております。

　上記のうち(　)内書は工場財団抵当なら

びに当該債務を示しております。

　上記のうち(　)内書は工場財団抵当なら

びに当該債務を示しております。

※４．消費税等の表示方法

　仮払消費税等と預り消費税等は相殺のう

え、44,560千円を中間貸借対照表上、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４．消費税等の表示方法

　仮払消費税等と預り消費税等は相殺のう

え、57,039千円を中間貸借対照表上、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４．　　　　 ──────

 

※５．　　　　 ──────

 

※５．中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理をしておりま

す。

　なお、当中間会計期間の末日は、金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。　

　　　  受取手形 16,468千円 

　　　  支払手形 265,094千円 

※５．　　　　 ──────
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 210,496千円

無形固定資産 7,451

有形固定資産    201,102千円

無形固定資産 18,434

有形固定資産 433,731千円

無形固定資産 25,689

※２．特別利益 ※２．特別利益 ※２．特別利益

貸倒引当金戻入益 5,303千円 役員退職慰労引当金

取崩益

     1,190千円 貸倒引当金戻入益       3,459千円

※３．特別損失 ※３．特別損失 ※３．特別損失

出資金返還損 1,520千円

固定資産除却損 4,633

減損損失 17,696

固定資産除却損    2,967千円 固定資産除却損      9,445千円

投資有価証券評価損 4,224

減損損失 17,696

出資金返還損 1,520

（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　（注） 6,349 1,600  － 7,949

 　　　　合計 6,349 1,600  － 7,949

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,600株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

①　税効果会計

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　中間会計期間に係る納付税額及び法人税等

調整額は、当期において予定している利益処

分による圧縮積立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計算しておりま

す。

　中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調

整額は、提出会社の当期において予定している

圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計

期間に係る金額を計算しております。 

─────
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②　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の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）

機械及
び装置

1,030,542 960,288 70,253

（有形
固定資
産）そ
の他

403,658 205,527 198,130

ソフト
ウェア

59,125 34,513 24,612

合計 1,493,326 1,200,329 292,996

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

－ － －

（有形
固定資
産）そ
の他

406,017 203,626 202,390

ソフト
ウェア

54,786 35,032 19,754

合計 460,804 238,659 222,144

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及
び装置

720,005 714,161 5,843

（有形
固定資
産）そ
の他

418,876 226,296 192,579

ソフト
ウェア

66,525 41,566 24,958

合計 1,205,406 982,024 223,382

(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 169,303千円

１年超 152,269

合計 321,572

１年内 88,817千円

１年超 146,989

合計 235,807

１年内  93,510千円

１年超 147,073

合計 240,584

(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 126,463千円

減価償却費相当額 111,969

支払利息相当額 4,656

支払リース料   57,465千円

減価償却費相当額 51,698

支払利息相当額 2,250

支払リース料 254,060千円

減価償却費相当額 225,077

支払利息相当額 7,862

(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

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 ２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内 39,562千円

１年超 124,011

計 163,574

　　　未経過リース料

１年内 51,937千円

１年超 131,358

計 183,296

　　　未経過リース料

１年内 42,457千円

１年超 115,206

計 157,663

(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）

  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）

  リース資産に配分された減損損失は

ありません。
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③　有価証券

　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及び関連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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 942円66銭

１株当たり中間純利益

金額
36円54銭

１株当たり純資産額 1,022円16銭

１株当たり中間純利益

金額
  30円58銭

１株当たり純資産額 1,012円84銭

１株当たり当期純利益

金額
  93円09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。

(注)１.　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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純利益金額（千円） 281,244 235,295 730,331

普通株式に帰属しない金額（千円） － － 14,020

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (14,020)

普通株式に係る中間（当期）純利益金

額（千円）
281,244 235,295 716,311

期中平均株式数（株） 7,695,063 7,693,131 7,694,615

(注)２.　1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 7,862,534 －

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額(千円) 
－ 7,862,534 －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

(株)

－ 7,692,051 －

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

－ 44 －




