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平成 18 年５月期 個別中間財務諸表の概要 
平成 18 年１月 23 日 

会  社  名 常盤薬品株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 7644 本社所在都道府県 山口県 

 (URL http://www.tokiwa-yakuhin.co.jp)   

本社所在地 山口県宇部市大字妻崎開作 860 番地の１   

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長兼財務部長  

 氏    名 中原 洋 TEL (0836)41-6111(代表)  

中間決算取締役会開催日 平成 18 年１月 23 日 中間配当制度の有無  有 ・ 無 

  単元株制度採用の有無 有(１単元 1,000 株)・無

 

１．17 年 11 月中間期の業績（平成 17 年６月１日～平成 17 年 11 月 30 日） 

(1) 経営成績                               (記載金額は百万円未満切り捨て表示) 

 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 26,200 (3.8) △11 (―) 106 (76.7)

16 年 11 月中間期 25,242 (△2.1) △68 (―) 60 (△17.8)

17 年 ５月期 51,774 6 254 

 

 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 32 (△8.6) 3 03 

16 年 11 月中間期 35 (34.6) 3 32 

17 年 ５月期 136 12 25 

(注) 1. 期中平均株式数  17 年 11 月中間期 10,690,768 株  16 年 11 月中間期 10,691,109 株 
              17 年 ５月期   10,690,939 株 
     平成 16 年 7 月 15 日付で１株を２株にする株式分割を実施いたしました。16 年 11 月中間期及び 17 年５月期

の期中平均株式数及び１株当たり中間(当期)純利益は、期首に分割が行われたものとして算出しております。
   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 

17 年 11 月中間期 0  0 ― 

16 年 11 月中間期 0  0 ― 

17 年 ５月期 ― 7  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 11 月中間期 24,992 8,952 35.8 837  42 

16 年 11 月中間期 23,839 8,859 37.2 828  69 

17 年 ５月期 24,371 8,966 36.8 838  19 

(注) 1. 期末発行済株式数  17 年 11 月中間期 10,690,768 株  16 年 11 月中間期 10,690,768 株 
               17 年 ５月期   10,690,768 株 
   2. 期末自己株式数   17 年 11 月中間期   10,832 株  16 年 11 月中間期   10,832 株 
               17 年 ５月期末    10,832 株 

 
２．18 年５月期の業績予想（平成 17 年６月１日～平成 18 年５月 31 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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通    期 52,850 318 153 7 00 7 00 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）14 円 31 銭 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性
があります。上記業績予想に関する事項等につきましては、添付資料の９ページをご参照ください。 
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個別財務諸表等 
 中間貸借対照表  

（単位：千円） 
前中間会計期間末 

(平成 16 年 11 月 30 日現在)

当中間会計期間末 

(平成 17年 11月 30日現在)

前事業年度の要約貸借対照表

(平成 17 年５月 31 日現在)

期別 

 

科目 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比

     （資産の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   3,504,987  3,805,313   3,369,365  

２．受取手形   787,576 673,037   765,581

３．売掛金   11,617,137 11,872,417   11,908,591

４．たな卸資産   2,549,573 2,922,735   2,747,486

５．繰延税金資産   173,666  96,373   70,504  

６．その他   672,683  1,036,624   750,874  

７．貸倒引当金   △8,027  △5,647   △11,497  

流動資産合計   19,297,546 80.9  20,400,853 81.6  19,600,906 80.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

(1) 建物 ※2  861,332  818,187   842,764

(2) 土地 ※2  1,784,340  1,737,614   1,784,340

(3) その他   64,222  79,585   68,062

有形固定資産合計   2,709,895 11.4  2,635,387 10.5  2,695,167 11.1

２．無形固定資産   24,617 0.1  167,602 0.7  78,723 0.3

３．投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 ※2  529,506  582,595   615,130

(2) 繰延税金資産   366,703  350,763   374,343

(3) その他   940,390  861,948   1,020,078

(4) 貸倒引当金   △29,342  △6,680   △12,424

投資その他の資産合計   1,807,258 7.6  1,788,626 7.2  1,997,128 8.2

固定資産合計   4,541,770 19.1  4,591,617 18.4  4,771,019 19.6

資産合計   23,839,317 100.0 24,992,470 100.0  24,371,925 100.0
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（単位：千円） 
前中間会計期間末 

(平成 16 年 11 月 30 日現在)

当中間会計期間末 

(平成 17 年 11 月 30 日現在)

前事業年度の要約貸借対照表

(平成17年５月31日現在)
期別 

 

科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

     （負債の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※2 1,729,294 1,356,431  1,692,236

２．買掛金 ※2 11,194,024 12,179,134  11,725,046

３．短期借入金  700,000 1,000,000  700,000

４．未払法人税等  109,709 73,000  69,739

５．賞与引当金  129,043 133,458  125,250

６．返品調整引当金  23,900 19,000  21,300

７．その他  174,422 244,824  153,341

流動負債合計  14,060,394 59.0 15,005,848 60.1 14,486,914 59.4

   

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  763,336 753,150  754,429

２．役員退職慰労引当金  154,634 137,498  160,481

３．その他  1,664 143,318  3,164

固定負債合計  919,635 3.8 1,033,967 4.1 918,074 3.8

負債合計  14,980,029 62.8 16,039,816 64.2 15,404,988 63.2

   

     （資本の部）   

Ⅰ 資本金  607,770 2.6 607,770 2.4 607,770 2.5

Ⅱ 資本剰余金   

  資本準備金  587,917 587,917  587,917

資本剰余金合計  587,917 2.5 587,917 2.3 587,917 2.4

Ⅲ 利益剰余金   

 １．利益準備金  62,774 62,774  62,774

 ２．任意積立金  7,477,179 7,473,518  7,477,179

 ３．中間(当期)未処分利益  147,419 204,047  248,831

利益剰余金合計  7,687,374 32.2 7,740,340 31.0 7,788,785 32.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △20,722 △0.1 19,677 0.1 △14,485 △0.1

Ⅴ 自己株式  △3,051 △0.0 △3,051 △0.0 △3,051 △0.0

資本合計  8,859,288 37.2 8,952,654 35.8 8,966,936 36.8

負債・資本合計  23,839,317 100.0 24,992,470 100.0 24,371,925 100.0
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 中間損益計算書  
（単位：千円） 

前中間会計期間 

自 平成 16 年 ６月 １日 

至 平成 16 年 11 月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 17 年 ６月 １日 

至 平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度の要約損益計算書

自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月 31 日 

期別 

 

 

科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

   ％  ％  ％

Ⅰ 売上高  25,242,682 100.0 26,200,787 100.0 51,774,491 100.0

Ⅱ 売上原価  23,470,411 93.0 24,321,836 92.8 48,055,949 92.8

   売上総利益  1,772,271 7.0 1,878,951 7.2 3,718,541 7.2

   返品調整引当金戻入額  31,300 0.1 21,300 0.1 31,300 0.1

   返品調整引当金繰入額  23,900 0.1 19,000 0.1 21,300 0.1

   差引売上総利益  1,779,671 7.0 1,881,251 7.2 3,728,541 7.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,847,810 7.3 1,892,954 7.2 3,721,675 7.2

   営業利益又は営業損失(△)  △68,139 △0.3 △11,703 △0.0 6,866 0.0

Ⅳ 営業外収益 ※2 130,925 0.5 125,750 0.4 255,226 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※3 2,192 0.0 7,123 0.0 7,742 0.0

   経常利益  60,594 0.2 106,923 0.4 254,351 0.5

Ⅵ 特別利益 ※4 28,510 0.1 9,648 0.0 28,273 0.1

Ⅶ 特別損失 ※5,6 57 0.0 38,069 0.1 278 0.0

   税引前中間(当期)純利益  89,047 0.3 78,502 0.3 282,346 0.6

   法人税､住民税及び事業税  114,078 0.4 71,557 0.3 114,671 0.2

   法人税等調整額  △60,575 △0.2 △25,445 △0.1 30,717 0.1

   中間(当期)純利益  35,545 0.1 32,390 0.1 136,956 0.3

   前期繰越利益  111,874 171,657  111,874

   中間(当期)未処分利益  147,419 204,047  248,831
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 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  

 
期別 

 

項目 

前中間会計期間 

自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 

自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 

前事業年度 

自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日 

1. 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 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) 子会社株式 

同  左 

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法

 なお、前事業年度まで関

連会社でありました㈱シー

ボン福岡は、当事業年度中

に全株式を譲渡しておりま

す。 

  (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場

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

動平均法により算出) 

 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券 

同  左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格

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

均法により算出) 

 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

2. デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法 

 時価法  同  左  同  左 

3. たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 月次総平均法による原価法  同  左  同  左 

4. 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

ては定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物 28～50 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 

 ただし、ソフトウェア(自

社利用)については、社内に

おける見込利用可能期間

(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 

5. 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、

中間会計期間末日の直物為

替相場により換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

 同  左  ――――― 

6. 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、貸倒懸念債権等の特定

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 
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期別 

 

項目 

前中間会計期間 

自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 

自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 

前事業年度 

自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支払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 

  (3) 返品調整引当額 

 販売した商品の返品に備

えるため、将来の返品に伴

う損失見込額を計上してお

ります。 

(3) 返品調整引当額 

同  左 

(3) 返品調整引当額 

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、発

生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数(10

年)による定額法により、そ

れぞれ発生の翌事業年度か

ら損益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

資産の見込額に基づき計上

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

内の一定の年数(10 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

年度から損益処理すること

としております。 

  (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、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。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同  左 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に基

づく期末要支給額相当額を

計上しております。 

7. 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 

8. 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 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方法によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債「その他」に

含めて表示しております。

(1) 消費税等の会計処理 

同  左 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方法によっておりま

す。 

  (2) 税金計算上の諸準備金の取

扱い 

 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。 

(2) 税金計算上の諸準備金の

取扱い 

同  左 

(2) ――――― 
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 中間財務諸表作成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６月１日 

至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 

自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 

前事業年度 

自 平成16年６月１日 

至 平成17年５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

32,193千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。 

――――― 
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 追 加 情 報  

 
前中間会計期間 

自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 

自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 

前事業年度 

自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日 

――――― ――――― （外形標準課税制度の導入について）

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当事

業年度から「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」(平成16年２

月13日企業会計基準委員会実務対応報

告12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割11,502千円については、

販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 
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 注 記 事 項  
 

（中間貸借対照表関係） 
 

期別 

項目 

前中間会計期間末 

（平成 16 年 11 月 30 日現在）

当中間会計期間末 

（平成 17 年 11 月 30 日現在）

前事業年度末 

（平成 17 年５月 31 日現在）

※1 有形固定資産の

減価償却累計額 
2,277,796 千円 2,341,324 千円 2,311,768 千円

     

※2 担保資産 (担保に供している資産) 

建物 16,227 千円

土地 75,071 千円

投資有価証券 42,719 千円

計 134,019 千円

（上記に対応する債務） 

支払手形 537,450 千円

買掛金 1,690,699 千円

計 2,228,149 千円

  

(担保に供している資産) 

建物 14,957 千円

土地 75,071 千円

投資有価証券 53,803 千円

計 143,833 千円

（上記に対応する債務） 

支払手形 538,400 千円

買掛金 2,864,086 千円

計 3,402,486 千円

  

(担保に供している資産) 

建物 15,556千円

土地 75,071千円

投資有価証券 45,283千円

計 135,911千円

（上記に対応する債務） 

支払手形 575,210 千円

買掛金 2,269,905 千円

計 2,844,115 千円

  

 
（中間損益計算書関係） 
 

期別 

 

項目 

前中間会計期間 

自 平成 16 年 ６月 １日 

至 平成 16 年 11 月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 17 年 ６月 １日 

至 平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月 31 日 

※1 減価償却実施額 有形固定資産 34,992 千円 有形固定資産 35,077 千円 有形固定資産 70,907 千円

  無形固定資産 942 千円 無形固定資産 11,123 千円 無形固定資産 1,961 千円

     

※2 営業外収益の主要項

目 
受取利息 8,744 千円 受取利息 9,260 千円 受取利息 16,706 千円

  受取手数料 67,172 千円 受取手数料 66,559 千円 受取手数料 136,501 千円

     

※3 営業外費用の主要項

目 
支払利息 2,183 千円 支払利息 2,817 千円 支払利息 4,365 千円

     

※4 特別利益の主要項目 災害保険金収入 19,145 千円 ――――― 災害保険金収入 19,145 千円

        

※5 特別損失の主要項目 ――――― 減損損失 32,193 千円 ――――― 

      

※6 減損損失 ―――――  当中間会計期間において、以
下の資産グループについて減損
損失を計上しております。 

用途 種類 場所 損失額 

事業用
資産 

建物、 
ﾘｰｽ資産等

福岡県
久留米市

4,617 千円

遊休 
資産 

土地 
山口県
宇部市

27,576 千円

 当社は、事業用資産について

管理会計上の区分を基礎とし

て、原則として事業所単位で、

遊休資産は個別物件単位でグル

ーピングを行っております。 

――――― 
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期別 

 

項目 

前中間会計期間 

自 平成 16 年 ６月 １日 

至 平成 16 年 11 月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 17 年 ６月 １日 

至 平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月 31 日 

    事業用資産については、営業

赤字が継続しており、かつ短期

間に業績の回復が見込まれない

ことから、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。その内訳は、建

物1,089千円、リース資産3,071

千円及びその他457千円であり

ます。なお、当該資産グループ

の回収可能価額は、合理的な測

定が困難であることから、備忘

価額としております。 

 遊休資産については、将来の
具体的な利用計画がなく、かつ
地価が帳簿価額を著しく下回っ
ていると見られることから、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。その内訳は、土地27,576千
円であります。なお、当該資産
の回収可能価額は、その立地条
件から処分が容易でないと見ら
れることを勘案し、備忘価額と
しております。 
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 リース取引関係  

 
前中間会計期間 

自 平成 16 年 ６月 １日 

至 平成 16 年 11 月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 17 年 ６月 １日 

至 平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５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 

 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 

 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 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 

相当額 

千円 千円 千円 有形固定資

産｢その他｣ 

(器具及び備品) 
348,303 

 

124,946 

 

223,357 

 

有形固定資

産｢その他｣ 

（車両） 

106,777 43,840 62,936 

無形固定資

産(ｿﾌﾄｳｪｱ) 
15,501 7,530 7,971 

合 計 470,582 176,317 294,265 

  

(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 

 
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

中間期末
残高
相当額

千円 千円 千円 千円有形固定資

産｢その他｣

（器具及び備品）

329,104 164,850 1,547 162,705

有形固定資

産｢その他｣

（車両）

117,598 57,686 1,523 58,389

無形固定資

産(ｿﾌﾄｳｪｱ)
57,740 17,800 ― 39,939

合 計 504,443 240,337 3,071 261,034

  

(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 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高

相当額

千円 千円 千円有形固定資

産｢その他｣

(器具及び備品)
335,744 

 

145,190 

 

190,553

有形固定資

産｢その他｣

（車両）

113,598 51,810 61,787

無形固定資

産(ｿﾌﾄｳｪｱ)
30,101 12,487 17,614

合 計 479,444 209,488 269,955

  

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 87,699 千円 

１年超 211,153 千円 

合 計 298,852 千円 

  

(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 

１年内 95,325 千円

１年超 173,800 千円

合 計 269,125 千円

 
リース資産減損勘定
の残高 

2,484 千円

  

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 89,474 千円

１年超 185,385 千円

合 計 274,860 千円

  

(3)当中間期の支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 50,824 千円 

減価償却費相当額 47,950 千円 

支払利息相当額 2,785 千円 

  

(3)当中間期の支払リース料、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 48,468 千円

リース資産減損勘
定の取崩額 

586 千円

減価償却費相当額 46,065 千円

支払利息相当額 2,518 千円

減損損失 3,071 千円

  

(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 100,144 千円

減価償却費相当額 94,769 千円

支払利息相当額 5,575 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 

(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 
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 有 価 証 券  

 
前中間会計期間末 

（平成 16 年 11 月 30 日現在） 

当中間会計期間末 

（平成 17 年 11 月 30 日現在） 

前事業年度末 

（平成 17 年５月 31 日現在） 

 子会社及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

 子会社株式で時価のあるものはあ

りません。 

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 ６月 １日 

至 平成 16 年 11 月 30 日 

当中間会計期間 

自 平成 17 年 ６月 １日 

至 平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月 31 日 
 
１株当たり純資産額 828.69 円 

１株当たり中間純利益 3.32 円 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 

 
１株当たり純資産額 837.42 円

１株当たり中間純利益 3.03 円

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 

 
１株当たり純資産額 838.19 円

１株当たり当期純利益 12.25 円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

 

前中間会計期間 

自平成 16 年 ６月 １日

至平成 16 年 11 月 30 日

当中間会計期間 

自平成 17 年 ６月 １日 

至平成 17 年 11 月 30 日 

前事業年度 

自平成 16 年６月 １日 

至平成 17 年５月 31 日 

中間(当期)純利益(千円) 35,545 32,390 136,956 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 35,545 32,390 130,956 

普通株主に帰属しない金額の内訳(千円)    

 利益処分による役員賞与金 ― ― 6,000 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,691,109 10,690,768 10,690,939 

 


