
平成 18 年 5 月期    個別中間財務諸表の概要     平成 18 年 1 月 18 日 

上 場会社 名      株式会社マルミヤストア       上場取引所      福 岡  
コ ード番 号      ７４９３                               本社所在都道府県   大分県  
（ＵＲＬ http://www.marumiya-st.jp） 

代表者     役職名  代表取締役社長  宮 野 雅 良 

問合せ先責任者 役職名  取締役管理部長  大 矢 真 一     TEL (0972) 23 - 8111 

中間決算取締役会開催日  平成 18 年 1月 18 日           中 間 配 当 制 度 の 有 無  有  

中 間 配 当 支 払 開 始 日  平成 18 年 1月 31 日           単元株制度採用の有無  有(1 単元 1000 株) 

 

１．17 年 11 月中間期の業績（平成 17 年 5 月 21 日 ～ 平成 17 年 11 月 20 日） 

（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 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 
 

 

11,237 

11,240 

( △ 0.0)

( △ 1.5)

    

    

256 

182 

(  40.3 ) 

(  48.6 ) 

    

   

289 

 207 

( 39.4 ) 

( 36.6 ) 

1 7 年 5 月 期  22,206   387    441  

 

 
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 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 
      

     

△179 

   91 

(   ―   )

(   32.1 )

 

 

△36 

18 

22 

49 

1 7 年 5 月 期        129           25 27 

（注）① 期中平均株式数 17 年 11 月中間期 4,944,118 株 16 年 11 月中間期 4,945,597 株 17 年 5 月期 4,945,148 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 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 
 

 

4 

4 

00 

00 

   

1 7 年 5 月 期    8 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

 

17 年 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 

百万円 

 8,139 

 8,469 

百万円 

4,341 

4,521 

              ％ 

53.3 

53.4 

円   銭

878    19 

914    33 

1 7 年 5 月 期         8,469 4,541 53.6 917    47 

（注）① 期末発行済株式数 17 年 11 月中間期 4,944,080 株 16 年 11 月中間期 4,945,080 株 17 年 5 月期 4,944,480 株 

   ② 期末自己株式数  17 年 11 月中間期    19,048 株 15 年 11 月中間期    18,048 株 17 年 5 月期    18,648 株 

 

２．18 年 5月期の業績予想（平成 17 年 5 月 21 日 ～ 平成 18 年 5 月 20 日） 

1 株当たり年間配当金  
売 上 高 経常利益 当期純利益

 

期 末  

 

 通     期 

      百万円 

  23,700 

      百万円 

      490 

      百万円 

     △10 

円   銭 

  4  00  

円   銭 

  8  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △2 円 02 銭   

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、

今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

    なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 6ページを参照してください。 
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【中間財務諸表等】 

(1) 【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11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月20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  1,582,779 1,645,672 1,590,339 

２ 売掛金  41,969 43,702 42,447 

３ たな卸資産  932,838 910,686 976,910 

４ その他  205,410 223,536 333,317 

貸倒引当金  △129 △122 △238 

流動資産合計   2,762,868 32.6 2,823,475 34.7  2,942,776 34.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,705,114 1,461,045 1,658,283 

(2) 器具備品  267,076 232,456 285,606 

(3) 土地 ※２ 2,109,795 2,019,334 2,109,795 

(4) その他  121,386 82,994 111,073 

計  4,203,372 3,795,831 4,164,760 

２ 無形固定資産  82,724 11,522 13,371 

３ 投資その他の資産    

(1) 差入敷金保証金  1,116,361 1,087,241 1,029,562 

(2) その他  306,220 424,107 322,048 

貸倒引当金  △1,807 △2,692 △2,712 

計  1,420,775 1,508,656 1,348,899 

固定資産合計   5,706,872 67.4 5,316,010 65.3  5,527,030 65.3

資産合計   8,469,740 100.0 8,139,486 100.0  8,469,807 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年11月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月20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  1,025 433 565 

２ 買掛金  1,415,965 1,426,560 1,466,062 

３ 短期借入金 ※２ 1,230,000 1,130,000 1,130,000 

４ １年内に返済予定の 
  長期借入金 

※２ 150,620 121,420 131,420 

５ 未払法人税等  94,000 126,000 146,000 

６ 賞与引当金  65,501 50,101 50,000 

７ その他 ※３ 315,505 361,180 377,205 

流動負債合計   3,272,617 38.6 3,215,696 39.5  3,301,252 39.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 309,950 188,530 244,240 

２ 預り保証金  272,088 274,280 284,125 

３ 退職給付引当金  76,388 83,375 82,063 

４ その他  17,264 35,743 16,725 

固定負債合計   675,691 8.0 581,930 7.2  627,154 7.4

負債合計   3,948,309 46.6 3,797,626 46.7  3,928,407 46.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   808,289 9.6 808,289 9.9  808,289 9.5

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  855,619 855,619 855,619 

資本剰余金合計   855,619 10.1 855,619 10.5  855,619 10.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  116,644 116,644 116,644 

２ 任意積立金  2,500,000 2,500,000 2,500,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 240,210 55,129 258,966 

利益剰余金合計   2,856,854 33.7 2,671,773 32.8  2,875,611 34.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  6,912 0.1 12,847 0.2  8,356 0.1

Ⅴ 自己株式   △6,244 △0.1 △6,669 △0.1  △6,476 △0.1

資本合計   4,521,431 53.4 4,341,860 53.3  4,541,399 53.6

負債資本合計   8,469,740 100.0 8,139,486 100.0  8,469,807 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20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   11,240,996 100.0 11,237,981 100.0  22,206,147 100.0

Ⅱ 売上原価   9,101,326 81.0 9,067,762 80.7  17,925,863 80.7

売上総利益   2,139,669 19.0 2,170,218 19.3  4,280,284 19.3

Ⅲ 営業収入   113,903 1.0 133,042 1.2  236,691 1.1

営業総利益   2,253,573 20.0 2,303,260 20.5  4,516,975 20.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費   2,070,733 18.4 2,046,797 18.2  4,129,412 18.6

営業利益   182,839 1.6 256,462 2.3  387,563 1.8

Ⅴ 営業外収益 ※１  47,475 0.4 51,971 0.5  92,149 0.4

Ⅵ 営業外費用 ※２  22,686 0.2 19,095 0.2  38,199 0.2

経常利益   207,628 1.8 289,338 2.6  441,513 2.0

Ⅶ 特別利益 ※３  15,426 0.1 136 0.0  15,506 0.1

Ⅷ 特別損失 ※4.6  43,282 0.3 452,017 4.0  126,250 0.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  179,772 1.6 ― ―  330,768 1.5

税引前中間(当期) 
純損益 

  ― ― 162,543 1.4  ― ―

法人税、住民税 
及び事業税 

 83,781 113,616 200,573 

法人税等調整額  4,550 88,332 0.8 △97,099 16,516 0.2 218 200,791 0.9

中間(当期)純利益   91,440 0.8 ― ―  129,976 0.6

中間(当期)純損失   ― ― 179,059 1.6  ― ―

前期繰越利益   148,770 234,189  148,770

中間配当額   ― ―  19,780

中間(当期)未処分利益   240,210 55,129  258,966
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

１  たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

売価還元法による原価法 

商品 

同左 

商品 

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 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 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) 

(1) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1) 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) 

 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) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式 

同左 

(2) 子会社株式 

同左 

３ 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(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、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

おります。 

(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 

ソフトウェア(自社利用)に

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備え

るため、賞与支給見込額に基づ

き計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

 (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、会計基準変更時差異

(42,378千円)については、５年

による按分額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業

年度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(５年)による定額法

により、翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(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。 

数理計算上の差異は、各事業

年度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(５年)による定額法

により、翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期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、当期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、会計基準変更時差異

(42,378千円)については、５年

による按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異につ

いては、発生年度の従業員の平

均残存勤務期間内の一定年数

(５年)による定額法により、翌

期から費用処理する方法によ

っております。 

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 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 

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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会計処理の変更 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20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

計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６

号）を当中間会計期間から適用し

ております。 

 これにより「税引前中間純利

益」が427,753千円減少しており

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

に基づき、各資産の金額から直接

控除しております。 

――――― 

 

追加情報 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

  外形標準課税 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」(企業会計基準委

員会平成16年２月13日)に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び

資本割7,316千円を販売費及び一

般管理費として処理しておりま

す。 

――――― 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」(企業会計基準委

員会平成16年２月13日)に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び

資本割15,500千円を販売費及び

一般管理費として処理しており

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16年11月20日) 

当中間会計期間末 
(平成17年11月20日) 

前事業年度末 
(平成17年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,715,580千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,837,652千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,753,987千円

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 543,673千円

土地 1,950,800 

計 2,494,473 
 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 455,232千円

土地 1,715,771 

計 2,171,004 
 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

建物 499,864千円

土地 1,950,800 

計 2,450,664 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500,000千円

一年内に 
返済予定の 
長期借入金 

135,620 

長期借入金 309,950 

計 945,570 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500,000千円

一年内に 
返済予定の
長期借入金

121,420 

長期借入金 188,530 

計 809,950 
 

(2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500,000千円

一年内に 
返済予定の 
長期借入金 

131,420 

長期借入金 244,240 

計 875,660 
 

※３ 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。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３     ――――― 

 

４ 偶発債務 

下記関係会社の金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っ

ております。 

㈱梅乃家 55,480千円

㈱シモカワ 
ドラッグ 

120,333 

㈱マミーズ 
マーケット 

183,335 

㈱下川調剤 112,500 

計 471,648 
 

４ 偶発債務 

下記関係会社の金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っ

ております。 

㈱梅乃家 39,400千円

㈱シモカワ
ドラッグ

106,229 

㈱マミーズ 
マーケット

245,047 

㈱下川調剤 82,500 

計 473,176 
 

４ 偶発債務 

下記関係会社の金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っ

ております。 

㈱梅乃家 47,440千円

㈱シモカワ 
ドラッグ 

113,304 

㈱マミーズ 
マーケット 

156,191 

㈱下川調剤 97,500 

計 414,435 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,041千円 

受取配当金 850 

仕入割引 236 

電算機 
事務処理料 

23,742 
  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,661千円

受取配当金 942 

仕入割引 449 

電算機 
事務処理料

24,127 
  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 6,826千円

受取配当金 1,627 

仕入割引 599 

電算機 
事務処理料 

47,739 
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15,281千円 
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,247千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 28,386千円
  

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価 
証券売却益 

1,744千円 

貸倒引当金 

戻入益 
13,682千円 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金

戻入益 
136千円

 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価 
証券売却益 

1,744千円

貸倒引当金 

戻入益 
13,762千円

 
※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

38,044千円 

退職給付 
会計基準 
変更時差異 
償却額 

4,238 

貸倒引当金 

繰入額 
1,000 

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

5,889千円

減損損失 446,127 
  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
売却損 

1,930千円

固定資産 

除却損 
112,842千円

貸倒引当金 
繰入額 

2,002 

店舗契約 

解約損 
1,000 

退職給付 
会計基準 
変更時差異 
償却額 

8,476 

 
５ 減価償却実施額 

有形固定資産 124,047千円

無形固定資産 789 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 106,378千円

無形固定資産 468 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 254,127千円

無形固定資産 1,499 
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前中間会計期間 

(自 平成16年５月21日 

至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日) 

前事業年度 

(自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日) 

※６    ―――――       ※６ 減損損失について 

(１)概要 

減損損失の内容は次の通りであり

ます。 

当中間会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上してお

ります。 

用 途 種 類 場 所 

営 業 用

店舗 

 

土地、建物、

構築物、 

器具備品、 

リース資産 

大分県臼杵市

大分県津久見市

熊本県熊本市

宮崎県宮崎市

賃 貸 用

資産 

土地、建物、

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市

熊本県熊本市

熊本県菊池郡

宮崎県宮崎市

宮崎県日向市

宮崎県宮崎郡

遊休 

資産 

建物、構築物、

器具備品 
宮崎県延岡市

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小の単位として、店舗を基

本単位とし、また賃貸用資産及び遊

休資産については、物件単位毎にグ

ルーピングしております。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなっている店舗及び賃

貸用資産や土地の時価の下落が著し

い店舗、賃貸用資産及び遊休資産を

対象とし、回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて土地、建物及

び構築物等の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

(２)減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

土地 235,028

建物及び構築物 172,086

その他 39,012

計 446,127

(３)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合

は、将来キャッシュ・フローを 5.0％

の割引率で割り引いて計算しており

ます。回収可能価額が正味売却価額

の場合には、不動産鑑定評価額を基

に算出評価しております。 

※６    ―――――      
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20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 
 有形固定資産 

機械装置及び

運搬具 

(千円) 

有形固定資産 

工具器具及び

備品 

(千円) 

無形固定資産 

ソフト

ウェア

(千円)

合 計 

(千円) 

取得価額 

相当額 
35,000 703,726 61,786 800,512

減価償却 

累計額 

相当額 

29,750 396,296 46,302 472,349

中間期末 

残高 
5,250 307,429 15,483 328,162

 

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 
 有形固定資産

工具器具及び

備品 

(千円)

無形固定資産

ソフト

ウェア

(千円)

合 計

(千円)

取得価額

相当額
738,945 61,786 800,731

減価償却

累計額

相当額

442,868 56,865 499,733

減損損失

累計額

相当額

23,391 ― 23,391

中間期末

残高 
272,685 4,920 277,605

 

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期末残高

相当額 
 有形固定資産 

機械装置及び

運搬具 

(千円) 

有形固定資産 

工具器具及び

備品 

(千円) 

無形固定資産

ソフト

ウェア

(千円)

合 計

(千円)

取得価額

相当額
35,000 786,331 61,786 883,117

減価償却

累計額

相当額

31,500 450,770 51,584 533,854

中間期末

残高 
3,500 335,560 10,202 349,263

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 116,386千円

１年超 222,230 

合計 338,616 
 

②未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 93,949千円

１年超 192,281 

合計 286,231 
 

リース資産減損勘定中間期末残

高 

19,557千円 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 113,442千円

１年超 245,039 

合計 358,482 
 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 63,284千円

減価償却費 
相当額 

58,314 

支払利息相当額 3,700 
 

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 62,426千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
3,834 

減価償却費 
相当額 

59,704 

支払利息相当額 2,573 

減損損失 23,391 
 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 127,979千円

減価償却費 
相当額 

119,819 

支払利息相当額 6,982 
 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

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。 

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。 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

 

 

利息相当額の算定方法 

……同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

 

 

利息相当額の算定方法 

……同左 
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(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のいずれにおいても子会社株式で時価のあるも

のはありません。 

 


