
平成18年６月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年２月23日

会社名 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 5987 本社所在都道府県 神奈川県

(URL　http://www.onex.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 大屋　廣茂

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

 氏名 大屋　和雄 ＴＥＬ　　(046)285－3664

決算取締役会開催日 平成18年２月23日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

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 2,899 (8.0) 530 (29.4) 516 (24.1)

16年12月中間期 2,684 (36.9) 409 (115.9) 416 (125.9)

17年６月期 5,491 845 850

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12月中間期 305 (17.4) 52 34

16年12月中間期 260 (164.2) 44 52

17年６月期 502 81 55

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 5,844,466株 16年12月中間期 5,853,752株 17年６月期 5,851,075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 0 00 　　　　――――――

16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 7 50

 

(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 7,549 2,884 38.2 493 75

16年12月中間期 7,277 2,381 32.7 407 03

17年６月期 7,614 2,632 34.6 445 94

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 5,842,050株 16年12月中間期 5,851,913株 17年６月期 5,846,713株

②期末自己株式数 17年12月中間期 35,150株 16年12月中間期 25,287株 17年６月期 30,487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

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 5,690  990  570  7 50 7 50

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　97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。
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５．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)

対前中間
期比

前事業年度の
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 791,321   819,486    979,767   

２．受取手形  936,999   950,711    947,713   

３．売掛金  1,124,006   1,238,298    1,189,717   

４．たな卸資産  99,146   101,978    106,829   

５．繰延税金資産  33,939   40,918    44,241   

６．その他  243,702   357,271    301,567   

貸倒引当金  △7,168   △492    △5,678   

流動資産合計   3,221,946 44.3  3,508,171 46.5 286,225  3,564,158 46.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 799,160   770,307    785,106   

(2）機械装置
※
2,4

924,785   845,366    888,268   

(3）土地 ※２ 1,531,310   1,531,310    1,531,310   

(4）その他  148,097   200,721    178,334   

有形固定資産
合計

  3,403,353 46.7  3,347,705 44.3 △55,647  3,383,019 44.4

２．無形固定資産   28,663 0.4  25,960 0.3 △2,703  33,479 0.5

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 215,823   275,623    246,261   

(2）関係会社長
期貸付金

 327,000   327,000    327,000   

(3）繰延税金資
産

 55,414   35,861    53,231   

(4）その他  311,362   315,162    293,301   

貸倒引当金  △286,524   △285,873    △286,371   

投資その他の
資産合計

  623,075 8.6  667,772 8.9 44,697  633,423 8.3

固定資産合計   4,055,092 55.7  4,041,438 53.5 △13,654  4,049,923 53.2

資産合計   7,277,038 100.0  7,549,610 100.0 272,571  7,614,081 100.0
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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)

対前中間
期比

前事業年度の
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  363,078   427,281    393,667   

２．買掛金  49,473   52,699    54,954   

３．短期借入金 ※２ 100,000   －    150,000   

４．１年内返済予
定長期借入金

※２ 955,066   817,634    869,223   

５．未払金  412,867   455,972    399,762   

６．未払法人税等  164,500   208,000    277,212   

７．賞与引当金  43,866   53,636    48,729   

８．設備関係支払
手形

 246,912   128,882    292,450   

９．その他  255,543   280,111    272,061   

流動負債合計   2,591,307 35.6  2,424,217 32.1 △167,089  2,758,061 36.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債  350,000   350,000    350,000   

２．長期借入金 ※２ 1,478,737   1,406,511    1,379,558   

３．退職給付引当
金

 217,267   206,496    224,431   

４．役員退職慰労
引当金

 257,816   277,883    269,726   

固定負債合計   2,303,820 31.7  2,240,890 29.7 △62,929  2,223,715 29.2

負債合計   4,895,127 67.3  4,665,108 61.8 △230,019  4,981,777 65.4

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   878,363 12.0  878,363 11.6 －  878,363 11.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  713,431   713,431    713,431   

資本剰余金合計   713,431 9.8  713,431 9.5 －  713,431 9.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  48,306   48,306    48,306   

２．任意積立金  200,000   600,000    200,000   

３．中間(当期)未
処分利益

 519,960   598,528    761,504   

利益剰余金合計   768,266 10.5  1,246,834 16.5 478,568  1,009,810 13.3

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  32,707 0.5  64,406 0.9 31,699  44,910 0.6

Ⅴ　自己株式   △10,857 △0.1  △18,534 △0.3 △7,677  △14,211 △0.2

資本合計   2,381,911 32.7  2,884,501 38.2 502,590  2,632,304 34.6

負債及び資本合
計

  7,277,038 100.0  7,549,610 100.0 272,571  7,614,081 100.0
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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）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,684,755 100.0  2,899,527 100.0 214,772  5,491,287 100.0

Ⅱ　売上原価   1,732,115 64.5  1,814,880 62.6 82,765  3,544,455 64.5

売上総利益   952,639 35.5  1,084,647 37.4 132,007  1,946,831 35.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  542,758 20.2  554,107 19.1 11,349  1,101,600 20.1

営業利益   409,881 15.3  530,539 18.3 120,657  845,230 15.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  36,316 1.4  33,456 1.1 △2,860  61,221 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  29,711 1.1  47,227 1.6 17,515  55,686 1.0

経常利益   416,486 15.6  516,767 17.8 100,281  850,765 15.5

Ⅵ　特別利益 ※３  469,952 17.5  5,656 0.2 △464,296  472,640 8.6

Ⅶ　特別損失 ※４  406,112 15.1  12,039 0.4 △394,073  419,426 7.6

税引前中間(当
期)純利益

  480,326 18.0  510,384 17.6 30,058  903,979 16.5

法人税、住民
税及び事業税

 156,681   197,162    355,264   

法人税等調整
額

 63,059 219,740 8.2 7,347 204,509 7.1 △15,230 46,584 401,849 7.3

中間(当期)純
利益

  260,585 9.8  305,874 10.5 45,288  502,130 9.2

前期繰越利益   259,374   292,654  33,279  259,374  

中間(当期)未
処分利益

  519,960   598,528  78,568  761,504  
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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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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）を

採用しております。

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

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）を採用しております。

 　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

　時価のないもの

同左

　時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

製品・仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

 原材料

　先入先出法による原価法を採

用しております。

原材料

同左

原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

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、次のと

おりであります。

建物　　　10～65年

機械装置　 3～10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

　定額法を採用しております。な

お、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
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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）

３．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 

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担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、支給見込額のうち当事業年度

負担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。 

  なお、会計基準変更時差異

(253,955千円）については、15

年による按分額を費用処理してお

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、

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。

　なお、会計基準変更時差異

（253,955千円）については、15

年による按分額を費用処理してお

ります。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

（追加情報）

　当社は従来、役員退職慰労金を

支出時の費用として処理しており

ましたが、前事業年度の下期にお

いて内規に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金に計上する方

法に変更しております。

　なお、前中間期は変更後の方法

によった場合に比べ、営業利益及

び経常利益はそれぞれ10,680千円、

税引前中間純利益は122,555千円

増加しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 

 

―――――

　

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

  なお、過年度負担額は、前事業

年度より２年間で均等額を繰入し

ております。

 

 (5) 債務保証等損失引当金

　関係会社への債務保証等に係る

損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失負担見込

額を計上しております。

(5) 債務保証等損失引当金

―――――

(5) 債務保証等損失引当金

―――――
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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）

４．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

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているため特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段…同左

　　ヘッジ対象…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…同左

　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回避

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

同左

(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の要件を満

たしているため有効性の判定を省

略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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、税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費税

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。

消費税等の会計処理

同左

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。

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） ――――― （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。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　 　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。

これによる損益に与える影響はありません。 
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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． 有形固定資産の　
減価償却累計額

5,967,810千円 ※１． 有形固定資産の　
減価償却累計額

  5,961,974千円 ※１． 有形固定資産の　
減価償却累計額

5,998,057千円

※２．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。

※２．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。

※２．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) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産

建物 371,006千円

機械装置 662,119

土地 231,081

計 1,264,207

建物     348,347千円

機械装置 591,666

土地 231,081

計 1,171,095

建物     358,185千円

機械装置 595,486

土地 231,081

計 1,184,753

(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 100,000千円

１年内返済予定長
期借入金

668,860

長期借入金 829,045

計 1,597,905

１年内返済予定長
期借入金

    539,122千円

長期借入金 662,823

計 1,201,945

短期借入金     150,000千円

１年内返済予定長
期借入金

561,711

長期借入金 761,714

計 1,473,425

なお、上記債務に対し上記工場財団

抵当権のほかに現金及び預金

130,000千円を担保に供しております。

 

       

 

 

(3）その他担保に供している資産 (3）その他担保に供している資産 (3）その他担保に供している資産

建物 428,153千円

土地 1,300,228

計 1,728,382

建物     421,960千円

土地 1,300,228

計 1,722,189

建物 426,921千円

土地 1,300,228

計 1,727,149

(4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務

１年内返済予定長
期借入金

242,350千円

長期借入金 628,840

計 871,190

１年内返済予定長
期借入金

    245,200千円

長期借入金 468,640

計 713,840

１年内返済予定長
期借入金

    263,800千円

長期借入金 576,140

計 839,940

　３．偶発債務

金融機関からの借入に対する保証

　３．偶発債務

金融機関からの借入等に対する保証

　３．偶発債務

金融機関からの借入に対する保証

㈱昌平 850,000千円

㈱オーネックス　　
ライン

120,116

㈱オーネックス　　
エンジニアリング

1,500

計 971,616

㈱オーネックス　　
ライン

   93,332千円

  

  

㈱オーネックス
ライン

    90,941千円

  

※４．圧縮記帳

機械装置のうち国庫補助金等による圧

縮記帳額は23,990千円であり、取得価額

から控除しております。

※４．圧縮記帳

同左

※４．圧縮記帳

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

受取利息 3,308千円

受取配当金 1,644

投資有価証券売却益 9,983

環境事業収入 10,806

受取利息    3,023千円

受取配当金 3,204

投資有価証券売却益 13,700

環境事業収入 4,500

受取利息    6,497千円

受取配当金 3,609

投資有価証券売却益 12,150

環境事業収入 19,988

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

支払利息 25,106千円

投資有価証券評価損 854

支払利息   20,490千円

支払手数料 26,737

支払利息   48,359千円

投資有価証券評価損 760

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

債務保証等損失引当金

戻入益
469,076千円

貸倒引当金戻入益    5,656千円 固定資産売却益  

その他（車両運搬

具）
   468千円

債務保証等損失引当

金戻入益
469,076

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損  

建物 239千円

機械装置 8,443

その他 724

計 9,407

貸倒引当金繰入額 285,000

役員退職慰労金繰入額 111,455

固定資産除却損  

機械装置  11,630千円

その他 408

計 12,039

  

  

固定資産売却損  

　機械装置    113千円

その他（車両運搬

具）
751

固定資産除却損  

建物 2,488

機械装置 17,848

その他 1,519

計 21,856

役員退職慰労金繰入額 111,455

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 155,636千円

無形固定資産 5,602

有形固定資産  163,667千円

無形固定資産 7,519

有形固定資産  341,511千円

無形固定資産 12,440
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①　リース取引

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）

　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

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

 

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）

その他
(有形固定資
産)

161,938 92,167 69,771

 

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）

その他
(有形固定資
産)

151,945 112,775 39,170

 

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）

その他
(有形固定資
産)

162,082 106,293 55,789

（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。

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 32,980千円

１年超 36,790

合計 69,771

１年内       16,445千円

１年超 22,724

合計 39,170

１年内       25,960千円

１年超 29,828

合計 55,789

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

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。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、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 17,252千円

減価償却費相当額 17,252

支払リース料     16,618千円

減価償却費相当額 16,618

支払リース料     34,497千円

減価償却費相当額 34,497

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

②　有価証券

　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及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 407円03銭

１株当たり中間純利益
金額

44円52銭

１株当たり純資産額    493円75銭

１株当たり中間純利益
金額

  52円34銭

１株当たり純資産額 445円94銭

１株当たり当期純利益
金額

81円55銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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)

中間（当期）純利益（千円） 260,585 305,874 502,130

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,000

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (25,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
260,585 305,874 477,130

期中平均株式数（株） 5,853,752 5,844,466 5,851,075

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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