
平成18年6月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年2月16日

上場会社名 グッドウィル・グループ株式会社 上場取引所 東

コード番号 4723 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.goodwill.com)

代　　表　　者　役職名 代表取締役会長 氏名　折口　雅博

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長兼会長室長 氏名　金崎　明 ＴＥＬ（03）3405－9228

決算取締役会開催日 平成18年2月16日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成18年3月16日 単元株制度採用の有無 無

１．平成17年12月中間期の業績（平成17年7月1日～平成17年12月31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12月中間期 2,722 △59.2 1,089 75.6 580 457.7

16年12月中間期 6,668 △72.6 620 △75.5 104 △95.9

17年6月期 8,490 △83.7 1,084 △75.9 16 △99.6

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 531 247.1 858 68 769 59

16年12月中間期 153 △89.6 241 40 － －

17年6月期 105 △95.8 72 21 － －

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 619,383株 16年12月中間期 633,813株 17年6月期 628,348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であります。

(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12月中間期 1,125 00 　　　　――――――

16年12月中間期 750 00 　　　　――――――

17年6月期 　　　　―――――― 1,500 00

(3）財政状態 （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。

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12月中間期 125,644 33,027 26.3 53,323 62

16年12月中間期 81,862 35,441 43.3 55,918 05

17年6月期 105,143 33,020 31.4 53,215 52

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 619,383株 16年12月中間期 627,383株 17年6月期 619,383株

②期末自己株式数 17年12月中間期 41株 16年12月中間期 8,659株 17年6月期 16,659株

２．平成18年6月期の業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金（注）

中間

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 6,000 1,600 1,500 1,125 00 1,500 00

（注）平成18年3月1日付けで株式分割（1株を3株に分割）を実施するため中間配当金1,125円については株式分割前の、期末の利益配当予定額

375円については株式分割後の金額となっております。したがって株式分割前から1株保有している場合の1株あたりの年間配当予定額は

2,250円相当となります。

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　2,324円89銭　（なお、2006年2月16日の新株予約権付社債転換及び同年3月1日株式分割を加味し

た株数をもって算出した１株当り予想当期利益は722円41銭となります。）
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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16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度末要約貸借対照表

（平成17年６月30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  3,353,837   8,225,880   1,879,966   

２．繰延税金資産  32,268   17,584   52,943   

３．その他  2,072,538   6,495,072   3,859,497   

４．貸倒引当金  △4,533   △84   △113   

流動資産合計   5,454,110 6.7  14,738,453 11.7  5,792,294 5.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1)土地  19,770,109   24,899,640   24,886,960   

(2)その他  4,756,668   9,388,143   6,602,375   

有形固定資産合計   24,526,778   34,287,783   31,489,336  

２．無形固定資産   6,717   13,281   14,652  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  50,405,488   54,865,459   52,811,191   

(2）長期貸付金  276,763   10,940,826   9,846,636   

(3）繰延税金資産  22,115   25,901   37,298   

(4) 長期未収入金  -   9,409,640   -   

(5）その他  1,172,080   1,364,501   5,154,375   

(6）貸倒引当金  △1,721   △1,046   △1,790   

投資その他の資産合
計

  51,874,726   76,605,282   67,847,711  

固定資産合計   76,408,221 93.3  110,906,347 88.3  99,351,700 94.5

資産合計   81,862,332 100.0  125,644,800 100.0  105,143,994 100.0
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前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度末要約貸借対照表

（平成17年６月30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．短期借入金 ※２ 12,325,000   2,000,000   15,050,000   

２．１年以内返済長期借
入金

 3,901,332   7,256,972   5,518,972   

３．未払費用  605,887   334,026   838,639   

４．未払法人税等  192,530   90,951   －   

５．その他  29,339   2,774,271   1,030,946   

流動負債合計   17,054,090 20.8  12,456,221 9.9  22,438,557 21.3

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社債  －   25,000,000   －   

２．長期借入金 ※２ 29,360,752   43,956,120   45,577,946   

３．退職給付引当金  3,537   2,375   4,337   

４．長期預り保証金  －   11,202,340   －   

５．その他  2,340   －   4,120,340   

固定負債合計   29,366,629 35.9  80,160,835 63.8  49,684,623 47.3

負債合計   46,420,719 56.7  92,617,057 73.7  72,123,180 68.6

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   14,118,990 17.2  14,118,990 11.3  14,118,990 13.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,577,179   3,577,179   3,577,179   

２．その他資本剰余金  12,926,604   9,049,425   12,926,604   

資本剰余金合計   16,503,783 20.2  12,626,604 10.0  16,503,783 15.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 6,801,375   6,290,527   6,283,210   

利益剰余金合計   6,801,375 8.3  6,290,527 5.0  6,283,210 6.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  6,510 0.0  △30 0.0  334 0.0

Ⅴ　自己株式   △1,989,047 △2.4  △8,347 0.0  △3,885,504 △3.7

資本合計   35,441,613 43.3  33,027,743 26.3  33,020,813 31.4

負債資本合計   81,862,332 100.0  125,644,800 100.0  105,143,994 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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   5,522,880   －   5,522,880  

Ⅱ　営業収益   1,146,016   2,722,297   2,967,312  

営業収益合計（Ⅰ+Ⅱ） ※1  6,668,897 100.0  2,722,297 100.0  8,490,193 100.0

Ⅲ　売上原価   3,640,129 54.6  － 0.0  3,640,129 42.9

売上総利益（Ⅰ-Ⅲ） ※2  (1,882,750) (34.1)  －

 

  (0.0)

 
 (1,882,750) (34.1)

Ⅳ　販売費及び一般管理費   1,425,104 21.4  － 0.0  1,425,104 16.8

Ⅴ　営業費用   982,981 14.7  1,632,857 60.0  2,340,081 27.5

営業費用合計（Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ） ※1  6,048,214 90.7  1,632,857 60.0  7,405,315 87.2

営業利益   620,681 9.3  1,089,440 40.0  1,084,877 12.8

Ⅵ　営業外収益 ※３  109,593 1.7  165,038 6.1  215,042 2.5

Ⅶ　営業外費用 ※４  626,181 9.4  673,717 24.8  1,283,849 15.1

経常利益   104,093 1.6  580,761 21.3  16,070 0.2

Ⅷ　特別利益 ※５  344,663 5.2  － 0.0  344,663 4.1

Ⅸ　特別損失 ※６  83,923 1.3  － 0.0  98,922 1.2

税引前中間（当期）純
利益

  364,834 5.5  580,761 21.3  261,811 3.1

法人税、住民税及び事
業税

 100,007   1,900   21,234   

過年度法人税等  －   －   55,000   

法人税等調整額  111,819 211,827 3.2 47,006 48,906 1.8 80,198 156,432 1.9

中間（当期）純利益   153,006 2.3  531,854 19.5  105,378 1.2

前期繰越利益   6,648,369   5,758,672   6,648,369  

中間配当額   －   －   470,537  

中間（当期）未処分利
益

  6,801,375   6,290,527   6,283,210  
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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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

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

有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 ②　その他有価証券

時価のあるもの

中間期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定）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

期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．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）

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、航空機について見込利

用可能期間によっておりますが、

その他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。

　ただし、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用

しております。

(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

　なお、耐用年数については、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。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用（「投資その他の

資産」の「その他」）

　定額法

　なお、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。

(3）長期前払費用（「投資その他の

資産」の「その他」）

同左

 (3）長期前払費用（「投資その他

の資産」の「その他」）

同左 

３.繰延資産の処理方法  ――――――

 

 

社債発行費

 　社債発行費については、支出時

に全額費用として処理しておりま

す。

 ――――――

 

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、貸倒懸念債権及び

破産更生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）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。

(2）退職給付引当金

同左

(2）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

務の見込額に基づき、当事業年度

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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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。

同左 同左

６．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　当社の内規であるリスク管理規

定に基づき、金利スワップを行っ

ています。当該金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

　当社の内規であるリスク管理規

程に基づき、金利スワップおよび

金利キャップを行っております。

原則として繰延ヘッジ処理を採用

しておりますが、特例処理の要件

を満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

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ・金

利キャップ 

 ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクをヘッ

ジする目的で金利スワップ取引を

行っております。

(3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクをヘッ

ジする目的で金利スワップおよび

金利キャップ取引を行っておりま

す。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

に該当すると判定されるため、当

該判定をもって有効性の評価に代

えております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして、判断しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産の

「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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動資産の

「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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

 (2）法人税、住民税及び事業税

　中間会計期間を一事業年度とみ

なして計算した税額を計上してお

ります。

(2）法人税、住民税及び事業税

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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。

――――――

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

従来「土地」は、「有形固定資産」に含めて表示してお

りましたが、当中間会計期間において資産の総額の100

分の5を超えたため独立科目として区分掲記しました。

なお、前中間会計期間の「土地」の金額は331,200千円

であります。

  

従来「長期預り保証金」は、固定負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間において資

産の総額の100分の5を超えたため独立科目として区分掲

記しました。

なお、前中間会計期間の「長期預り保証金」の金額は

2,340千円であります。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

  ――――――   ――――――  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方法

 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り扱い」

（企業会計基準委員会　平成16年２月

13日）が公表されたことに伴い、当事

業年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割および資本割

を営業費用に計上しております。

 この結果、営業費用が90,309千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益がそれぞれ同額減少し

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

１．※１　有形固定資産の減価償却累計額 １．※１　有形固定資産の減価償却累計額 １．※１　有形固定資産の減価償却累計額

555,611千円     1,047,913千円 778,160千円

２．※２　担保資産

金融機関からの借入金の担保に供している

資産及びこれに対応する債務は次のとおり

であります。

(1)担保に供している資産

２．※２　担保資産

金融機関からの借入金の担保に供している

資産及びこれに対応する債務は次のとおり

であります。

(1)担保に供している資産

２．※２　担保資産

金融機関からの借入金の担保に供している

資産及びこれに対応する債務は次のとおり

であります。

(1)担保に供している資産

土地 19,438,909千円

  

土地     23,568,439千円

  

土地 23,555,759千円

  

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金 6,600,000千円

長期借入金 12,550,000

計 19,150,000

長期借入金  23,050,000千円

 

  

長期借入金  23,050,000千円

  

  

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務

(イ)下記の関係会社等の金融機関からの借

入金について債務保証を行っております。

(イ)下記の関係会社の金融機関からの借入

金について債務保証を行っております。

(イ)下記の関係会社等の金融機関からの借

入金について債務保証を行っております。

（会社名） （保証残高）

㈱コムスン 6,075,000千円

㈱コティ 70,000

㈱フードスコープ 1,220,000

計 7,365,000

（会社名） （保証残高）

㈱コムスン     2,406,000千円

㈱フードスコープ 1,093,000

計 3,499,000

（会社名） （保証残高）

㈱コムスン 3,302,000千円

㈱コティ 200,160

㈱フードスコープ 1,359,000

計 4,861,160

(ロ)下記の会社の割賦債務について債務保

証を行っております。

(ロ)下記の関係会社の割賦債務について債

務保証を行っております。

(ロ)下記の会社の割賦債務について債務保

証を行っております。

（会社名） （保証残高）

㈱フードスコープ 704,560千円

  

（会社名） （保証残高）

㈱フードスコープ       700,833千円

  

（会社名） （保証残高）

㈱フードスコープ  794,374千円

  

(ハ)下記の関係会社等が締結しているリー

ス契約について債務保証の予約を行ってお

ります。

(ハ)下記の関係会社が締結しているリース

契約について債務保証の予約を行っており

ます。

(ハ)下記の関係会社等が締結しているリー

ス契約について債務保証の予約を行ってお

ります。

（会社名） （予約残高）

㈱コムスン 2,713,339千円

㈱マッサージ師事務

代行センター
666

㈱フードスコープ 196,884

計 2,910,889

（会社名） （予約残高）

㈱コムスン      3,360,156千円

㈱コティ 3,496

㈱グッドウィル・エ

ンジニアリング
       1,534

アドホック㈱        16,645

㈱マッサージ師事務

代行センター
7,984

㈱フードスコープ 295,766

計 3,685,583

（会社名） （予約残高）

㈱コムスン 3,181,799千円

㈱コティ 4,356

㈱グッドウィル・エ

ンジニアリング
1,719

アドホック㈱ 12,092

㈱マッサージ師事務

代行センター
2,571

㈱フードスコープ 251,334

計 3,453,874
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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．※１　営業収益及び営業費用

当社は平成16年8月1日に「請負事業」を当

社の子会社である㈱グッドウィルへ事業継

承し、純粋持株会社へ移行いたしました。

営業収益のうち「売上高」及び営業費用の

うち「売上原価」「販売費及び一般管理

費」はそれぞれ事業継承以前の「請負事

業」に係るものであり、営業収益のうち

「営業収益」および営業費用のうち「営業

費用」はそれぞれ事業継承後の収益及び費

用を示しております。

なお、「営業収益」は業務受託収入、受取

配当金、賃貸収入等であります。

 ―――――― １．※１　営業収益及び営業費用

当社は平成16年8月1日に「人材派遣・請負

事業」を当社の子会社である㈱グッドウィ

ルへ事業継承し、純粋持株会社へ移行いた

しました。

営業収益のうち「売上高」及び営業費用の

うち「売上原価」「販売費及び一般管理

費」はそれぞれ事業継承以前の「請負事

業」に係るものであり、営業収益のうち

「営業収益」および営業費用のうち「営業

費用」はそれぞれ事業継承後の収益及び費

用を示しております。

２．※２　売上総利益

「売上総利益」は「売上高」から「売上原

価」を控除した金額並びに「売上高」を

100とした百分比を表示しております。

――――――

 

２．※２　売上総利益

「売上総利益」は「売上高」から「売上原

価」を控除した金額並びに「売上高」を

100とした百分比を表示しております。

３．※３　営業外収益のうち主要なもの １．※３　営業外収益のうち主要なもの ３．※３　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 15,986千円

受取賃貸料 87,364 

受取利息 25,851千円

受取賃貸料 75,200 

還付加算金 52,232 

受取利息 39,092千円

受取配当金 10,000 

受取賃貸料 155,229 

４．※４　営業外費用のうち主要なもの ２．※４　営業外費用のうち主要なもの ４．※４　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 468,163千円

支払手数料 68,858 

賃貸資産関連費用 62,336 

支払利息 466,076千円

支払手数料 85,512 

賃貸資産関連費用 75,030 

社債発行費 28,571 

支払利息 972,536千円

賃貸資産関連費用 137,140 

支払手数料 111,428 

５．※５　特別利益の内容 ―――――― ５．※５　特別利益の内容

投資有価証券売却益 120,371千円

解約金収入 167,912 

貸倒引当金戻入益 56,380 

解約金収入 167,912千円

投資有価証券売却益 120,371 

貸倒引当金戻入益 56,380 

 

６．※６　特別損失の内容  ―――――― ６．※６　特別損失の内容

再編成関連損失 83,923千円

   

 投資有価証券評価損 14,999千円

組織再編成関連費用 83,923 

７．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ７．減価償却実施額

有形固定資産 252,390千円

無形固定資産 7,548 

有形固定資産 269,752千円

無形固定資産 1,370 

有形固定資産 518,269千円

無形固定資産 11,559 
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６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＞

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

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

（単位：千円）

 

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

 

有形固定資産 － － －

合計 － － －

（単位：千円）

 

取得価
額相当
額

 

減価償
却累計
額相当
額

 

期末残
高相当
額

 

有形固定資産 － － －

合計 － － －

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年以内 －千円

１年超 －  

合計 －  

１年以内 －千円

１年超 －  

合計 －  

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

３．当期の支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 4,831千円

減価償却費相当額 4,176

支払利息相当額 343

支払リース料 4,831千円

減価償却費相当額 4,176

支払利息相当額 343

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

（イ）減価償却費相当額の算定方法 （イ）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。

同左

（ロ）利息相当額の算定方法 （ロ）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。

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 6,824,245 4,796,828 2,027,417

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 8,216,011 6,495,156 1,720,855

前事業年度末（平成17年６月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

 子会社株式 8,216,011 6,792,320 1,423,691

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

────── １．新株予約権付社債の転換 １．新株予約権付社債の発行

   平成18年2月16日、当社が平成17

年9月16日に発行した2009年満期円

貨建転換社債型新株予約権付社債の

転換請求権の一部権利行使がありま

した。  

  なお、詳細については、連結財務

諸表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。

　当社は平成17年8月26日開催の取

締役会において、2009年満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議しました。

　なお、詳細については、連結財務

諸表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。

  

 ２.株式分割

 

 

 　当社は平成18年1月16日開催の取

締役会において、平成18年2月28日

最終の株主名簿および実質株主名簿

に記載された株主の所有普通株式1

株につき3株の割合をもって株式分

割を行うことを決議いたしました。

  なお、詳細については、連結財務

諸表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。
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