
１．平成１８年２月中間期の業績（平成１７年９月１日～平成１８年２月２８日） 

  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    100円57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１８年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成１８年４月１4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１８年４月１4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 ％

18年2月中間期 11,635 △9.7 394 △52.7 1,516 14.7

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

17年8月期 25,019  1,460  3,218  

 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2月中間期 801 127.0 56 79

17年2月中間期 353 △37.9 25 03

17年8月期 1,713  118 83

（注）①期中平均株式数 18年2月中間期  14,118,967株 17年2月中間期 14,111,906株 17年8月期  14,112,442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）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

18年2月中間期     ――――――     ――――――  

17年2月中間期     ――――――     ――――――  

17年8月期     ―――――― 35 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

18年2月中間期 20,351 12,406 61.0 878 66

17年2月中間期 19,727 10,651 54.0 754 89

17年8月期 20,871 12,046 57.7 850 85

（注）①期末発行済株式数 18年2月中間期  14,120,184株 17年2月中間期 14,109,962株 17年8月期  14,116,304株

②期末自己株式数 18年2月中間期      8,745株 17年2月中間期    5,467株 17年8月期 6,925株

２．平成１８年８月期の業績予想（平成１７年９月１日～平成１８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 23,250  2,660  1,420  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17年２月28日) 

当中間会計期間末 
(平成18年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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 ※１ 635,637 2,119,348  1,813,691 

２．受取手形   953,170 1,398,983  1,365,810 

３．売掛金  7,376,263 6,285,982  6,986,301 

４．棚卸資産  1,191,027 1,097,643  1,040,426 

５．繰延税金資産  489,416 271,198  463,858 

６．その他  324,041 717,682  479,357 

貸倒引当金  △3,602 △1,635  △3,459 

流動資産合計    10,965,955 55.6 11,889,202 58.4   12,145,986 58.2

Ⅱ 固定資産       

(1) 有形固定資産 ※２      

１．建物 ※１ 2,579,743 2,429,189  2,497,503 

２．機械及び装置  738,876 676,758  722,619 

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

４．建設仮勘定  118,484 91,345  190,336 

５．その他  223,856 235,605  195,676 

有形固定資産合計  5,841,018 29.6 5,612,955 27.6 5,786,192 27.7

(2) 無形固定資産  312,973 1.6 350,589 1.7 374,117 1.8

(3) 投資その他の資産       

１．投資有価証券  1,824,057 2,008,481  1,861,730 

２．繰延税金資産  303,367 87,987  255,425 

３．その他  494,186 420,373  473,325 

貸倒引当金  △14,305 △18,508  △25,130 

投資その他の資産合計  2,607,306 13.2 2,498,334 12.3   2,565,352 12.3

固定資産合計    8,761,298 44.4 8,461,880 41.6   8,725,662 41.8

資産合計    19,727,253 100.0 20,351,082 100.0   20,871,648 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 
(平成18年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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  1,029,003 899,520  944,155 

２．買掛金  3,800,276 3,619,779  3,625,027 

３．短期借入金 ※１ 1,370,000 1,270,000  1,370,000 

４．未払法人税等  589,725 290,303  622,958 

５．未払消費税等 ※５ 2,912 －  5,805 

６．賞与引当金  360,000 302,000  432,000 

７．その他  393,758 395,728  355,529 

流動負債合計    7,545,675 38.2 6,777,332 33.3   7,355,477 35.2

Ⅱ 固定負債       

１．退職給付引当金  1,147,851 1,019,948  1,013,381 

２．役員退職慰労引当金  382,197 146,896  455,820 

固定負債合計    1,530,048 7.8 1,166,844 5.7   1,469,201 7.0

負債合計    9,075,724 46.0 7,944,176 39.0   8,824,679 42.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,323,562 11.8 2,331,567 11.5   2,328,187 11.2

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金  2,442,250 2,450,242  2,446,868 

資本剰余金合計    2,442,250 12.4 2,450,242 12.0   2,446,868 11.7

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金  258,271 258,271  258,271 

２．任意積立金  2,305,496 2,277,192  2,305,496 

３．中間(当期)未処分利益  3,260,970 4,920,944  4,620,757 

利益剰余金合計    5,824,738 29.5 7,456,407 36.6   7,184,525 34.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金    71,764 0.4 188,574 0.9   101,724 0.5

Ⅴ 自己株式    △10,786 △0.1 △19,886 △0.1   △14,337 △0.1

資本合計    10,651,529 54.0 12,406,906 61.0   12,046,969 57.7

負債・資本合計    19,727,253 100.0 20,351,082 100.0   20,871,648 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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     12,881,421 100.0 11,635,239 100.0   25,019,141 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※５   10,134,337 78.7 9,322,108 80.1   19,778,627 79.1

売上総利益     2,747,083 21.3 2,313,131 19.9   5,240,513 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５   1,913,483 14.8 1,918,494 16.5   3,779,888 15.1

営業利益     833,600 6.5 394,637 3.4   1,460,625 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   521,913 4.1 1,184,067 10.1   1,803,647 7.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   33,253 0.3 61,940 0.5   45,374 0.1

経常利益     1,322,260 10.3 1,516,763 13.0   3,218,897 12.9

Ⅵ 特別利益 ※３   257,981 2.0 419 0.0   453,347 1.8

Ⅶ 特別損失 ※４   607,397 4.7 143,393 1.2   694,822 2.8

税引前中間(当期)純
利益 

    972,844 7.6 1,373,789 11.8   2,977,422 11.9

法人税、住民税及び
事業税 

  592,569 271,099 1,184,337 

法人税等調整額   26,989 619,559 4.9 300,737 571,837 4.9 80,011 1,264,348 5.1

中間（当期）純利益     353,285 2.7 801,952 6.9   1,713,073 6.8

前期繰越利益     2,907,684 4,118,991   2,907,684

中間(当期)未処分利
益 

    3,260,970 4,920,944   4,620,757
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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 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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 

 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。 

 過去勤務債務は、発生時に

一括費用処理しております。 

(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。 

 過去勤務債務は、発生時に一

括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

中間会計期間末要支給額を計

上しております。 

  

(4)役員退職慰労引当金 

 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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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。 

────── （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、当事業年度から

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

と比較して税引前当期純利益が同額

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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

(確定拠出年金)  ─────  (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。 

  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）を適用した結果、本

移行に伴う利益441,119千円が発生

しております。 

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、当該改定に伴って発生した過

去勤務債務251,948千円を当期の費

用として一括処理しております。 

 上記の移行に伴う利益と過去勤務

債務の一括費用処理額を相殺した

189,717千円を退職給付制度変更終

了益として特別利益に計上しており

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17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度末 
（平成17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

1,319,606千円

939,015千円

2,268,622千円

      10,000千円

     1,243,441千円

       939,015千円

     2,192,456千円

      10,000千円

     1,280,386千円

       939,015千円

     2,229,401千円

(2)上記に対する債務       

短期借入金 1,370,000千円

 

     1,270,000千円

    

     1,370,000千円

  

※２．有形固定資産の減価

償却累計額 
5,070,499千円      5,288,289千円      5,197,845千円

 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 

（HK),INC. 

CHIYODA INTEGRE 

OF AMERICA(SAN  

DIEGO)INC. 

CHIYODA INTEGRE 

PHILIPPINES, INC. 

CHIYODA INTEGRE 

CO.,(PENANG)SDN. 

BHD. 

－千円

102,006千円

47,340千円

－千円

149,346千円

       126,000千円

213,247千円

      20,353千円

7,891千円

367,492千円

       243,667千円

100,000千円

      57,695千円

－千円

       401,362千円

                 

  ４．受取手形割引高 

  

                   522,969千円                          -千円                          -千円 

※５．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。 

仮払消費税等及び仮受消費税等

を相殺し、その差額を流動資産

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） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日）

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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 

為替差益 

5,062千円

303,806千円

7,075千円

162,628千円

-千円

   5,126千円

 850,704千円

 13,316千円

 227,618千円

69,952千円

   9,237千円

1,401,028千円

  18,375千円

321,480千円

-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 

記念行事費 

為替差損 

7,993千円

1,267千円

6,033千円

-千円

13,496千円

  7,392千円

     -千円

   1,838千円

  46,278千円

      -千円

  15,696千円

  1,267千円

  10,247千円

  -千円

  17,970千円

※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

215,361千円

215,361千円

42,620千円

 

338千円

75千円

       －千円

       413千円

      -千円

 

   66千円

     72千円

215,361千円

     215,500千円

42,620千円

※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 

特別退職金 

過年度役員退職慰労引当

金繰入額 

 

-千円

5,402千円

196千円

1,027千円

-千円

6,626千円

 

700千円

-千円

-千円

57,963千円

 

1,126千円

     14,922千円

   33千円

     1,994千円

206千円

     18,284千円

 

 －千円

103,035千円

22,074千円

      －千円

 

      6,890千円

     11,081千円

   196千円

     3,425千円

   -千円

      21,592千円

 

   11,500千円

      -千円

      -千円

       115,926千円
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日）

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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

   

 ───── 504,741千円

 当会計年度におい

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 37,366千円

社葬に関連する費用

37,366千円を「その他

特別損失」として計上

しております。 

        37,366千円

社葬に関連する費用

37,366千円を「その他

特別損失」として計上

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 

195,594千円

26,375千円

 188,880千円

  41,421千円

 403,932千円

  53,715千円
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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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17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 

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 

19,782 11,381 8,400

合計 19,782 11,381 8,400

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 

7,542 5,207 2,335

工具
器具
備品 

25,128 19,516 5,612

合計 32,670 24,723 7,947

  （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 8,032千円 

１年超 3,858千円 

合計 11,890千円 

１年内    3,170千円 

１年超     5,230千円 

合計     8,400千円 

１年内    3,950千円 

１年超    3,996千円 

合計     7,947千円 

  （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 5,868千円 

減価償却費相

当額 
5,868千円 

支払リース料   2,551千円 

減価償却費相

当額 
  2,551千円 

支払リース料   9,737千円 

減価償却費相

当額 
  9,737千円 

  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16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

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 878円66銭

１株当たり中間純利益

金額 
  56円79銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
  56円79銭

  

    ───── 

  

１株当たり純資産額 878円66銭

１株当たり中間純利益

金額 
  56円79銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
  56円79銭

  

    ───── 

  

１株当たり純資産額   850円85銭

１株当たり当期純利益

金額 
118円83銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
118円78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。 

 なお、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。 

 １株当たり純資産額  

           754円71銭

 １株当たり当期純利益金額 

            89円02銭

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額       

                      88円85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16年９月１日 
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17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） 353,285 801,952 1,713,073 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 36,000 

(うち利益処分による役員賞与金) － － (36,000)  

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
353,285 801,952 1,677,073 

期中平均株式数（株） 14,111,906 14,118,967 14,112,442 

        

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） 6,380 1,347 6,070 

（うち新株予約権（株）） (6,380) (1,347) (6,070) 
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