
１．平成１７年２月中間期の業績（平成１６年９月１日～平成１７年２月２８日） 

  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  70円73銭 

※ 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５ページを参照して下さい。 

平成１７年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成１７年４月１５日

上場会社名 千代田インテグレ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6915 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.chiyoda-i.co.jp)

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 小池 光明 

問合せ先責任者 役職名  取締役経理部長 氏名 松本 欣二 ＴＥＬ  03（3542）3410 

決算取締役会開催日  平成１７年４月１５日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日   該当ありません 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

(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 ％

17年2月中間期 12,881 △2.5 833 △3.1 1,322 3.8

16年2月中間期 13,207 25.5 860 60.3 1,273 42.2

16年8月期 25,939  1,535  2,588  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

17年2月中間期 353 △37.9 25 03

16年2月中間期 569 27.6 48 57

16年8月期 1,325  106 83

（注）①期中平均株式数 17年2月中間期 14,111,906株 16年2月中間期 11,721,092株 16年8月期 11,737,368株

②会計処理の方法の変更  有 

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）配当状況   

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

 円 銭 円 銭

17年2月中間期     ――――――     ――――――  

16年2月中間期     ――――――     ――――――  

16年8月期     ―――――― 30 00  

(3）財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年2月中間期 19,727 10,651 54.0 754 89

16年2月中間期 19,649 9,934 50.6 845 37

16年8月期 21,059 10,724 50.9 905 66

（注）①期末発行済株式数 17年2月中間期 14,109,962株 16年2月中間期 11,751,633株 16年8月期 11,762,315株

②期末自己株式数 17年2月中間期    5,467株 16年2月中間期     275株 16年8月期     293株

２．平成１７年８月期の業績予想（平成１６年９月１日～平成１７年８月３１日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 25,880  2,460  1,070  30 00 30 00
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１．個別中間財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

   
前中間会計期間末 
(平成16年２月29日) 

当中間会計期間末 
(平成17年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成16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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※１ 1,090,177 635,637  1,134,380 

２．受取手形 ※６ 1,269,807 953,170  1,214,911 

３．売掛金  6,945,857 7,376,263  7,354,592 

４．棚卸資産  991,234 1,191,027  1,104,419 

５．繰延税金資産  209,212 489,416  547,475 

６．その他  254,709 324,041  409,819 

貸倒引当金  △3,561 △3,602  △3,607 

流動資産合計    10,757,437 54.7 10,965,955 55.6   11,761,994 55.9

Ⅱ 固定資産       

(1) 有形固定資産 ※２      

１．建物 ※１ 2,727,892 2,579,743  2,741,772 

２．機械及び装置  784,166 738,876  738,665 

３．土地 ※１ 2,685,643 2,180,057  2,685,643 

４．建設仮勘定  7,619 118,484  54,324 

５．その他  196,772 223,856  145,791 

有形固定資産合計  6,402,093 32.6 5,841,018 29.6 6,366,199 30.2

(2) 無形固定資産  159,710 0.8 312,973 1.6 270,334 1.3

(3) 投資その他の資産       

１．投資有価証券  1,757,198 1,824,057  1,809,686 

２．繰延税金資産  197,716 303,367  277,917 

３．その他  387,306 494,186  585,511 

貸倒引当金  △12,014 △14,305  △11,714 

投資その他の資産合計  2,330,207 11.9 2,607,306 13.2 2,661,403 12.6

固定資産合計    8,892,010 45.3 8,761,298 44.4   9,297,937 44.1

資産合計    19,649,447 100.0 19,727,253 100.0   21,059,931 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成16年２月29日) 

当中間会計期間末 
(平成17年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成16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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形  1,040,072 1,029,003  1,160,676 

２．買掛金  4,061,802 3,800,276  3,991,044 

３．短期借入金 ※１ 1,620,000 1,370,000  1,620,000 

４．１年内償還予定社債 ※１ 400,000 －  400,000 

５．未払法人税等  487,099 589,725  730,520 

６．未払消費税等 ※７ 12,376 2,912  － 

７．賞与引当金  355,000 360,000  437,000 

８．その他  439,720 393,758  504,566 

流動負債合計    8,416,070 42.8 7,545,675 38.2   8,843,808 42.0

Ⅱ 固定負債       

１．退職給付引当金  1,074,105 1,147,851  1,193,126 

２．役員退職慰労引当金  224,790 382,197  298,332 

固定負債合計    1,298,895 6.6 1,530,048 7.8   1,491,458 7.1

負債合計    9,714,966 49.4 9,075,724 46.0   10,335,266 49.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,315,776 11.8 2,323,562 11.8   2,323,384 11.0

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金  2,434,465 12.4 2,442,250 12.4 2,442,073 11.6

資本剰余金合計    2,434,465 12.4 2,442,250 12.4   2,442,073 11.6

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金  258,271 258,271  258,271 

２．任意積立金  2,335,781 2,305,496  2,335,781 

３．中間(当期)未処分利益  2,545,625 3,260,970  3,302,269 

利益剰余金合計    5,139,677 26.2 5,824,738 29.5   5,896,321 28.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金    45,162 0.2 71,764 0.4   63,542 0.3

Ⅴ 自己株式    △600 △0.0 △10,786 △0.1   △657 △0.0

資本合計    9,934,480 50.6 10,651,529 54.0   10,724,665 50.9

負債・資本合計    19,649,447 100.0 19,727,253 100.0   21,059,931 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     13,207,680 100.0 12,881,421 100.0   25,939,253 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※５   10,559,769 80.0 10,134,337 78.7   20,706,162 79.8

売上総利益     2,647,910 20.0 2,747,083 21.3   5,223,090 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５   1,787,836 13.5 1,913,483 14.8   3,697,625 14.3

営業利益     860,074 6.5 833,600 6.5   1,535,464 5.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   486,241 3.7 521,913 4.1   1,146,390 4.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   72,898 0.6 33,253 0.3   93,138 0.3

経常利益     1,273,417 9.6 1,322,260 10.3   2,588,716 10.0

Ⅵ 特別利益 ※３   1,306 0.0 257,981 2.0   5,414 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   267,333 2.0 607,397 4.7   379,831 1.5

税引前中間(当期)純
利益 

    1,007,390 7.6 972,844 7.6   2,214,299 8.5

法人税、住民税及び
事業税 

  516,016 592,569 1,397,309 

法人税等調整額   △77,936 438,079 3.3 26,989 619,559 4.9 △508,964 888,345 3.4

中間（当期）純利益     569,310 4.3 353,285 2.7   1,325,954 5.1

前期繰越利益     1,984,109 2,907,684   1,989,532

自己株式処分差損     △7,793 －   △13,217

中間(当期)未処分利
益 

    2,545,625 3,260,970   3,302,269

        

- 42 -



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)棚卸資産 

総平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)棚卸資産 

同  左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)棚卸資産 

同  左 

(2)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)有価証券 

同  左 

(2)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

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。） 

  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。） 

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 

移動平均法による原価法 

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

以降取得の建物（建物附属

設備は除く）について定額

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。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同  左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同  左 

建物 15年～50年

機械装置 5年～11年

    

(2)無形固定資産 

自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における見込み利用

可能期間（５年）に基づく定額

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。 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同  左 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同  左 
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前中間会計期間 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべ

き支給見込額を計上しておりま

す。 

(2)賞与引当金 

同  左 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支

給見込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。 

数理計算上の差異は、各期の発

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（３

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。 

数理計算上の差異は、各期の発

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（３

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。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

なお、過年度相当額は前中間

会計期間より３年間にわたり、

均等額を特別損失に計上するこ

ととしております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

なお、過年度相当額は発生年

度より３年間にわたり、均等額

を特別損失に計上することとし

ております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当期末

要支給額を計上しております。 

過年度相当額は発生年度より

３年間にわたり、均等額を特別損

失に計上することとしておりま

す。 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

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。 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同  左 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は決算日の

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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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15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

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。 

５．リース取引の処理方法 

同  左 

５．リース取引の処理方法 

同  左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 

前中間会計期間 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16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

（「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）が平成

16年３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当中間会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。この結果、特別損

失として土地に係る減損損失を

504,741千円計上し、従来の方法に

よった場合と比較して税引前中間純

利益が同額減少しております。 

 

 なお、当該土地に係る減損損失累

計額については、改正後の中間財務

諸表等規則に基づき土地勘定の金額

から直接控除しております。 

────── 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

(賞与引当金) 

従来、冬季賞与(12月支給)の支給

対象期間を5月21日から11月20日ま

で、夏季賞与(6月支給)の支給対象

期間を11月21日から5月20日までと

しておりましたが、当中間会計期間

から冬季賞与の支給対象期間を3月1

日から8月末日まで、夏季賞与の支

給対象期間を9月1日から2月末日ま

でと変更いたしました。 

当該変更に伴い、従来の支給対象

期間によった場合と比較し、賞与引

当金が159,000千円増加しておりま

すが、この変更に基づく営業利益及

び経常利益への影響はありません。 

なお、変更前後の支給対象期間が

重複する部分(平成15年9月1日～11

月20日)についての費用負担額を特

別損失として175,000千円計上して

おります。 

  

     ───── 

(賞与引当金) 

従来、冬季賞与(12月支給)の支給

対象期間を5月21日から11月20日ま

で、夏季賞与(6月支給)の支給対象

期間を11月21日から5月20日までと

しておりましたが、当期から冬季賞

与の支給対象期間を3月1日から8月

末日まで、夏季賞与の支給対象期間

を9月1日から2月末日までと変更い

たしました。 

当該変更に伴い、従来の支給対象

期間によった場合と比較し、賞与引

当金が192,000千円増加しておりま

すが、この変更に基づく営業利益及

び経常利益への影響はありません。 

なお、変更前後の支給対象期間が

重複する部分(平成15年9月1日～11

月20日)についての費用負担額を特

別損失として175,000千円計上して

おります。 

  (確定拠出年金)   

     ─────  当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年3月に適格退職年

金制度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）を適用します。本

移行に伴う当中間会計期間の損益へ

の影響はありませんが、当事業年度

では約400,000千円の利益となる見

込みです。また、本移行に付随して

平成17年３月に退職一時金制度の改

定を行っており、当該改定に伴う過

去勤務債務が約200,000千円(退職給

付債務の増加)発生する見込みで

す。 

 なお、上記移行及び制度の改定に

伴う退職給付債務等が確定していな

いことにより、当事業年度の損益に

与える影響額は変動する可能性があ

ります。 

     ───── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年２月29日） 

当中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

前事業年度末 
（平成16年８月31日） 

※１．(1)担保に提供してい

る資産 
    

  

現金及び預金 

建物 

土地 

10,000千円

1,409,955千円

1,444,601千円

2,864,557千円

10,000千円

1,319,606千円

939,015千円

2,268,622千円

10,000千円

1,368,115千円

1,444,601千円

2,822,716千円

(2)上記に対する債務       

短期借入金 

１年内償還予定

社債 

1,620,000千円

400,000千円

2,020,000千円

1,370,000千円

－千円

1,370,000千円

1,620,000千円

400,000千円

2,020,000千円

        

※２．有形固定資産の減価

償却累計額 
4,908,504千円 5,070,499千円 4,952,682千円

 ３．保証債務 

(1)関係会社の銀行借

入金及び買建為替

予約に対する保証 

      

CHIYODA INTEGRE 

OF AMERICA(SAN  

DIEGO)INC. 

千代達電子製造 

（大連）有限公司 

CHIYODA INTEGRE  

CO.,(JOHOR)SDN. 

BHD. 

CHIYODA INTEGRE  

CO.,(M)SDN.BHD. 

CHIYODA INTEGRE  

CO.,(PENANG)SDN. 

BHD. 

CHIYODA INTEGRE  

CO.,(S)PTE.LTD. 

CHIYODA INTEGRE 

PHILIPPINES, INC. 

181,662千円

40,000千円

17,389千円

11,591千円

11,730千円

150,000千円

57,255千円

469,630千円

102,006千円

－千円

－千円

－千円

－千円

－千円

47,340千円

149,346千円

148,744千円

－千円

13,583千円

－千円

－千円

－千円

48,072千円

210,400千円
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項目 
前中間会計期間末 
（平成16年２月29日） 

当中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

前事業年度末 
（平成16年８月31日） 

４．受取手形割引高 607,510千円 522,969千円 260,439千円 

５．債権譲渡に伴う 

遡及義務額 
14,370千円 ───── ───── 

※６．中間会計期間末日 

(期末日)満期手形 

中間会計期間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。 

したがって、当中間会計期間末日

は銀行休業日であるため、次のと

おり当中間会計期間末日満期手形

が当中間会計期間末残高に含まれ

ております。 

受取手形      28,975千円 

───── ───── 

※７．消費税等の表示方法 仮払消費税等及び仮受消費税等

を相殺し、その差額を「未払消

費税等」として表示しておりま

す。 

同   左 ───── 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日）

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日）

※１．営業外収益の主要項目       

受取利息 

受取配当金 

受取家賃 

ロイヤリティ収入 

6,332千円

302,547千円

15,820千円

139,819千円

5,062千円

303,806千円

7,075千円

162,628千円

12,124千円

780,348千円

30,273千円

286,941千円

※２．営業外費用の主要項目       

支払利息 

社債利息 

手形売却損 

為替差損 

8,940千円

4,000千円

6,469千円

44,798千円

7,993千円

1,267千円

6,033千円

13,496千円

17,793千円

8,000千円

10,986千円

44,292千円

※３．特別利益の主要項目       

固定資産売却益 

機械及び装置 

工具器具備品 

土地 

  

役員保険解約益 

 

-千円

-千円

-千円

-千円

-千円

 

-千円

-千円

215,361千円

215,361千円

42,620千円

 

563千円

3,590千円

-千円

4,153千円

-千円

※４．特別損失の主要項目       

固定資産除売却損 

建物 

機械及び装置 

車輌運搬具 

工具器具備品 

ソフトウエア 

  

  

ゴルフ会員権評価損 

役員退職金 

過年度役員退職慰労引当

金繰入額 

 

-千円

597千円

339千円

942千円

710千円

2,589千円

 

450千円

31,325千円

57,969千円

 

-千円

5,402千円

196千円

1,027千円

-千円

6,626千円

 

700千円

-千円

57,963千円

 

16,224千円

8,741千円

397千円

3,315千円

710千円

29,390千円

 

150千円

31,325千円

115,926千円
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日）

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日）

減損損失  ───── 504,741千円

 当中間会計期間にお

いて、当社は以下の資

産について減損損失を

計上しました。 

 当社は損益管理単位

である事業所ごとにグ

ルーピングを行ってお

ります。 

 なお、事業の用に供

していない遊休資産等

については個別に取り

扱っております。 

 上記土地につきまし

ては工場用地として取

得しましたが、使用見

込みがなく、回収可能

価額として使用価値を

用いることが出来なく

なり、その時価（正味

売却価額）が取得原価

に比べて著しく下落し

たため504,741千円の

減損損失を計上しまし

た。 

 回収可能価額は正味

売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評

価に基づき算定してお

ります。 

場所 用途 種類 

   

宮城県

仙台市 遊休 土地

   

 ───── 

 その他特別損失 175,000千円

当中間会計期間に従業

員の賞与の支給対象期

間を変更したことに伴

い、変更前後の支給対

象期間が一部重複して

おり、当該重複部分の

費用負担額を特別損失

に計上しております。

37,366千円

社葬に関連する費用

37,366千円を特別損失

に計上しております。

175,000千円

当会計期間に従業員

の賞与の支給対象期

間を変更したことに

伴い、変更前後の支

給対象期間が一部重

複しており、当該重

複部分の費用負担額

を特別損失に計上し

ております。 

※５．減価償却実施額       

有形固定資産 

無形固定資産 

198,107千円

2,392千円

195,594千円

26,375千円

413,576千円

4,660千円

- 50 -



① リース取引関係 

② 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における子会社株式で時価のあるものはありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16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 

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 

  

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) 

有形
固定
資産
その
他 

40,392 21,075 19,316 

合計 40,392 21,075 19,316 

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 

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) 

有形
固定
資産
その
他 

37,116 25,226 11,890

合計 37,116 25,226 11,890

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) 

期末残 
高相当 
額 

(千円) 

車両
運搬
具 

20,592 14,839 5,752

工具
器具
備品 

19,800 12,650 7,150

合計 40,392 27,489 12,902

  （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。 

（注）   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 11,874千円 

１年超 7,442千円 

合計 19,316千円 

１年内 8,032千円 

１年超 3,858千円 

合計 11,890千円 

１年内 10,017千円 

１年超 2,885千円 

合計 12,902千円 

  （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。 

（注）   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 6,414千円 

減価償却費相

当額 
6,414千円 

支払リース料 5,868千円 

減価償却費相

当額 
5,868千円 

支払リース料 12,828千円 

減価償却費相

当額 
12,828千円 

  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 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

１株当たり純資産額 845円37銭

１株当たり中間純利益

金額 
48円57銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
48円44銭

   

    ─────── 

１株当たり純資産額 754円89銭

１株当たり中間純利益金

額 
25円03銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額 
25円02銭

   

 平成16年８月２日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

 平成16年10月20日付をもって普通

株式1株を1.2株に分割しておりま

す。 

(１)分割により増加する株式数 

  普通株式  2,352,521株 

(２)分割の方法 

  平成16年８月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記

録された株主の所有する株式1株につ

き、1.2株の割合をもって分割してお

ります。 

(３)配当起算日 

  平成16年９月１日 

 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産

額 

１株当たり純資産

額 

   704円48銭   754円71銭 

１株当たり中間純

利益金額 

１株当たり当期純

利益金額 

    40円48銭    89円02銭 

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

    40円37銭    88円85銭 

１株当たり純資産額 905円66銭

１株当たり当期純利益

金額 
106円83銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
106円63銭

   

    ─────── 
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 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日)

当中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成15年９月１日 
至 平成16年８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） 569,310 353,285 1,325,954 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 72,000 

(うち利益処分による役員賞与金) － － (72,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
569,310 353,285 1,253,954 

期中平均株式数（株） 11,721,092 14,111,906 11,737,368 

        

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） 32,459 6,380 22,969 

（うち新株予約権（株）） (32,459) (6,380) (22,969) 
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