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平成 18 年 9 月期   個別中間財務諸表の概要           平成18年5月11日 

会 社 名  株式会社 エスケーエレクトロニクス  上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６６７７                 本社所在都道府県   京都府 

（ＵＲＬ http://www.sk-el.co.jp ） 

代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  小谷 義明 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役経理部担当兼人材開発部担当兼経営戦略室担当 
        氏    名  乙志 利明   ＴＥＬ（075） 441 － 2333    
決算取締役会開催日  平成18年 5月11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  無 
 

１．18年3月中間期の業績（平成17年10月1日～平成18年3月31日） 

(1) 経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円   ％
       9,018（  57.7）
       5,720（  29.0）

百万円   ％
        761（  96.1）
        388（  28.2）

百万円   ％
        833（  81.0）
        460（  43.2）

17年9月期        13,420         904        1,199 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円   ％
        522（ 107.7）
        251（ 74.4）

円  銭
 4,848   18
2,334   37

17年9月期         640 5,473   05

(注)①期中平均株式数 18年3月中間期 107,745.62株 17年3月中間期 107,749.07株  17年9月期 107,748.17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 
④平成16年11月19日をもって1対3の株式分割を実施いたしました。 

 (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 

 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

円  銭 
―――― 
―――― 

円  銭
―――― 
―――― 

17年9月期 ―――― 1,800   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

 
18年3月中間期 
17年3月中間期 

百万円 
 23,479       
18,187       

百万円
   9,422      

8,681      

％ 
40.1   
47.7   

円   銭
    87,448      84

80,571      85

17年9月期 19,440       9,082      46.7   83,818      96

(注)①期末発行済株式数 18年3月中間期 107,743.90株 17年3月中間期 107,748.35株 17年9月期 107,746.25株 
②期末自己株式数  18年3月中間期   256.10株 17年3月中間期   251.65株 17年9月期     253.75株 

  ③平成16年11月19日をもって1対3の株式分割を実施いたしました。 
  
２．18年9月期の業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30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 

18,020    

百万円

1,670   

百万円

980   

円 銭 

2,200 00  

円 銭

2,200  00  

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)9,095円64銭 
  
当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び判定に基づいた見通しであり、リスクや不
確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性
があります。 
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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17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年９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  5,677,169 3,553,245 868,620 

２ 受取手形  133,371 118,707 167,452 

３ 売掛金  3,659,200 5,087,419 4,317,901 

４ たな卸資産  1,102,125 2,114,703 1,773,223 

５ 仮払金  2,657 5,341 5,025 

６ 繰延税金資産  133,945 166,033 169,468 

７ その他 ※３ 581,730 204,104 666,223 

貸倒引当金  △30,000 △42,000 △37,000 

流動資産合計   11,260,200 61.9 11,207,556 47.7  7,930,917 40.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 889,172 2,640,303 2,502,697 

(2) 機械及び装置 ※２ 1,162,691 4,511,812 4,747,104 

(3) 土地 ※２ 904,751 904,751 904,751 

(4) 建設仮勘定  1,504,176 1,528,003 845,820 

(5) その他  82,238 138,731 132,722 

有形固定資産合計   4,543,030 25.0 9,723,602 41.4  9,133,097 47.0

２ 無形固定資産   100,719 0.5 99,010 0.4  94,188 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  183,665 322,265 204,234 

(2) 関係会社株式  1,961,933 1,967,673 1,961,933 

(3) 繰延税金資産  63,715 ― 44,022 

(4) その他  74,673 159,024 71,873 

貸倒引当金  △30 △20 △30 

投資その他の資産 
合計 

  2,283,958 12.6 2,448,943 10.5  2,282,035 11.7

固定資産合計   6,927,708 38.1 12,271,556 52.3  11,509,322 59.2

資産合計   18,187,909 100.0 23,479,112 100.0  19,440,239 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年９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 支払手形  2,510,456 3,763,991 2,745,127 

２ 買掛金  705,650 1,114,956 819,577 

３ 短期借入金 ※２ 1,165,000 1,850,000 815,000 

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２ 542,752 1,169,560 804,252 

５ 一年以内償還予定 
  社債 

 300,000 ― ― 

６ 未払金  598,189 266,664 307,131 

７ 未払費用  264,668 307,705 284,434 

８ 未払法人税等  191,000 316,000 300,000 

９ 一年以内返済予定の 
長期設備未払金 

 462,403 679,667 712,037 

10 役員賞与引当金  ― 46,000 ― 

11 その他  464,405 645,843 819,022 

流動負債合計   7,204,526 39.6 10,160,387 43.3  7,606,582 39.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 1,880,694 2,694,500 1,328,568 

２ 長期設備未払金  356,385 1,104,320 1,358,090 

３ その他  64,820 97,824 64,820 

固定負債合計   2,301,899 12.7 3,896,645 16.6  2,751,478 14.2

負債合計   9,506,425 52.3 14,057,032 59.9  10,358,060 53.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,729,025 20.5 3,729,025 15.9  3,729,025 19.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  3,954,716 3,954,716 3,954,716 

２ その他資本剰余金  65 65 65 

資本剰余金合計   3,954,782 21.7 3,954,782 16.8  3,954,782 20.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  21,500 21,500 21,500 

２ 任意積立金  550,000 880,000 550,000 

３ 中間(当期) 
未処分利益 

 440,739 777,351 829,924 

利益剰余金合計   1,012,239 5.6 1,678,851 7.1  1,401,424 7.2

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  31,716 0.2 107,400 0.5  43,955 0.2

Ⅴ 自己株式   △46,279 △0.3 △47,980 △0.2  △47,008 △0.2

資本合計   8,681,483 47.7 9,422,079 40.1  9,082,178 46.7

負債及び資本合計   18,187,909 100.0 23,479,112 100.0  19,440,239 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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   5,720,403 100.0 9,018,965 100.0  13,420,780 100.0

Ⅱ 売上原価   4,597,514 80.4 7,273,296 80.6  10,915,451 81.3

売上総利益   1,122,889 19.6 1,745,669 19.4  2,505,329 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   734,733 12.8 984,394 11.0  1,600,971 12.0

営業利益   388,155 6.8 761,274 8.4  904,357 6.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  107,712 1.9 131,765 1.5  388,291 2.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  35,669 0.7 59,900 0.7  92,698 0.7

経常利益   460,198 8.0 833,140 9.2  1,199,951 8.9

Ⅵ 特別利益 ※３  － 30,000 0.4  －

Ⅶ 特別損失 ※４  3,218 0.0 169 0.0  36,243 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  456,980 8.0 862,971 9.6  1,163,707 8.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 195,486 303,324 537,190 

法人税等調整額  9,966 205,453 3.6 37,276 340,601 3.8 △14,194 522,996 3.9

中間(当期)純利益   251,526 4.4 522,370 5.8  640,711 4.8

前期繰越利益   189,212 254,981  189,212

中間(当期)未処分 
利益 

  440,739 777,351  829,924
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式 

    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) 有価証券 

  ① 子会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式 

同左 

  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、売却原価は総平

均法により算定しておりま

す。) 

  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、

売却原価は総平均法により

算定しております。) 

   時価のないもの 

    総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) たな卸資産 

  ① 製品・仕掛品 

    個別法による原価法 

 (2) たな卸資産 

  ① 製品・仕掛品 

同左 

 (2) たな卸資産 

  ① 製品・仕掛品 

同左 

  ② 原材料・貯蔵品 

   ・大型総合フォトマスク事業 

    月別総平均法による原価法 

  ② 原材料・貯蔵品 

   ・大型総合フォトマスク事業

同左 

  ② 原材料・貯蔵品 

   ・大型総合フォトマスク事業

同左 

   ・回路検証支援ツール事業 

    先入先出法による原価法 

   ・回路検証支援ツール事業 

同左 

   ・回路検証支援ツール事業 

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(建物附属設

備は除く)については、定額法

を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 15～50年

機械及び装置 ７～11年
 

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 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   なお、自社利用ソフトウェア

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

を、また、販売用ソフトウェア

については、見込販売収益に基

づく償却額と見込販売可能期間

(３年)に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい額を計

上する方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 
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前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「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。 

 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備え

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

回収可能性を検討し回収不能見

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 

 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、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 

従業員の退職給付に備えるた

め、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。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「『退職

給付に係る会計基準』の一部改

正」 （企業会計基準第３号 平

成17年3月16日）及び「 『 退職

給付に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号 平成17

年3月16日）を適用しておりま

す。 

これにより営業利益、経常利

益 及 び 税 引 前 中 間 純 利 益 は

38,862千円増加しております。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、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

き計上しております。 

 (3) 役員賞与引当金 

 

――― 

 

 

 (3) 役員賞与引当金 

役員の賞与給付に備えるため、

役員賞与支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上しております。

 

 (3) 役員賞与引当金 

 

――― 
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前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 (会計方針の変更） 

役員賞与については、従来、利

益処分により利益剰余金の減少と

して処理しておりましたが、当中

間会計期間から「役員賞与に関す

る会計基準」 （企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用

し、発生した会計期間の費用とし

て処理しております。 

これにより、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は46,000

千円減少しております。 

 

(追加情報) 

     平成16年12月17日の株主総会

において、役員退職慰労金制度の

廃止及び同総会までの在任期間に

係る退職慰労金を退任時に支給す

ることを決定したことに伴い、退

職慰労金相当額を固定負債の「そ

の他」に振り替えております。 

 

――― 

(追加情報) 

平成16年12月17日の株主総会

において、役員退職慰労金制度の

廃止及び同総会までの在任期間に

係る退職慰労金を退任時に支給す

ることを決定したことに伴い、退

職慰労金相当額を固定負債の「そ

の他」に振り替えております。 

４ 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

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 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算の基準 

同左 

４ 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、期末日

の直物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。 

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 
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前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては特例

処理を行っております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ①ヘッジ手段 

    金利スワップ 

  ②ヘッジ対象 

    変動金利の借入金利息 

 (3) ヘッジ方針 

   市場変動相場に伴うリスクの

軽減を目的として利用する方針

であります(4) ヘッジ有効性評

価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であ

り、かつ相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動リスクを完全

に相殺するものと想定されるた

め、有効性の判定は省略してお

ります。 

６ ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

      同左 

７ 消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しております。 

７ 消費税等の会計処理 

同左 

７ 消費税等の会計処理 

同左 

 

表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（中間貸借対照表） 

  「建設仮勘定」は、前中間会計期間は有形固定資産

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

区分掲記しました。 

  なお、前中間会計期間の「建設仮勘定」の金額は、

27,825千円であります。 

          

  

  

          ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41 - 



ファイル名:【秘】4短信添付資料（個別財務諸表）ｐｄｆ 更新日時:5/10/2006 2:59 PM 印刷日時:06/05/10 14:59 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前事業年度末 
(平成17年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,624,170千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,315,865千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,420,965千円

   

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

建物 530,599千円 (530,599千円)

機械及び 
装置 

254,648千円 (254,648千円)

土地 645,351千円 (645,351千円)

計 1,430,600千円(1,430,600千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金

額であります。 

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

建物 512,289千円 (512,289千円)

機械及び 
装置 

260,553千円 (260,553千円)

土地 645,351千円 (645,351千円)

計 1,418,194千円(1,418,194千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金

額であります。 

※２ 担保に供している資産 

   (担保に供している資産) 

建物 584,668千円 (584,668千円)

機械及び 
装置 

325,184千円 (325,184千円)

土地 645,351千円 (645,351千円)

計 1,555,204千円(1,555,204千円)

上記( )内は、工場財団を組成している金

額であります。 

   

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 1,165,000千円(1,165,000千円)

長期借入金 2,423,446千円(2,423,446千円)

(１年以内返済予定分を 542,752千円含む) 

計 3,588,446千円(3,588,446千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。 

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 1,850,000千円(1,850,000千円)

長期借入金 3,864,060千円(3,864,060千円)

(１年以内返済予定分を1,169,560千円含む)

計 5,714,060千円(5,714,060千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 815,000千円 (815,000千円)

長期借入金 2,132,820千円(2,132,820千円)

(１年以内返済予定分を 804,252千円含む)

計 2,947,820千円(2,947,820千円)

上記( )内は、担保に供されている工場財

団資産に対応する債務の金額であります。

   

※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、流動資産に含めて表示して

おります。 

※３ 消費税等の取扱い 

       同左 

※３      ――― 

   

 ４ 偶発債務 

   関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

頂正科技股ｲ分有限公司 300,000千円
 

 ４    ―――  ４ 偶発債務 

   経営指導念書 

相手先 摘要 金額 

(関係会社) 

頂正科技股ｲ分 

有限公司 

銀行借入金 115,000千円
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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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 営業外収益の主なものは次の

とおりであります。 

受取利息 333千円

受取配当金 83千円

受取技術指導
料 

67,800千円

不動産賃貸 
収益 

14,582千円

雑収入 24,913千円
 

※１ 営業外収益の主なものは次の

とおりであります。 

受取利息 52千円

受取配当金 208千円

受取技術指導
料 

89,150千円

不動産賃貸 
収益 

12,274千円

賃貸収入 15,454千円
 

※１ 営業外収益の主なものは次の

とおりであります。 

受取利息 539千円

受取配当金 135,577千円

不動産賃貸 
収益 

26,201千円

受取技術指導
料 

150,975千円

 

   

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 27,726千円

不動産賃貸 
原価 

5,303千円

 

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 41,107千円

不動産賃貸 
原価 

3,653千円

支払賃借料 14,730千円

 

※２ 営業外費用の主なものは次の

とおりであります。 

支払利息 65,877千円

不動産賃貸 
原価 

10,289千円

 

   

※３   ――― 

 

※３ 特別利益の主なものは次の    

とおりであります。 

補助金収入 30,000千円

 

※３   ――― 

   

※４ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産 
除却損 

3,218千円

 

※４ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産 
除却損 

169千円

 

※４ 特別損失の主なものは次のと

おりであります。 

固定資産 
除却損 

34,593千円

 
   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 261,839千円

無形固定資産 21,293千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 899,516千円

無形固定資産 20,672千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 

1,113,431千円

無形固定資産 42,142千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 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会

計期間末残高相当額 

１ 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会

計期間末残高相当額 

１ 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 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間会計 
期間末残 
高相当額 
(千円) 

機械装 
置及び 
運搬具 

1,210,000 323,358 886,641 

その他 
(工具器 
具備品) 

3,950 2,435 1,514 

合計 1,213,950 325,794 888,155 
 

 

取得 
価額 
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末残
高相当額
(千円) 

機械装
置及び
運搬具

1,366,300 566,194 800,105

その他
(工具器
具備品)

3,950 3,225 724

合計 1,370,250 569,420 800,829
 

 

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)

機械装
置及び
運搬具

1,366,300 442,605 923,694

その他
(工具器
具備品)

3,950 2,830 1,119

合計 1,370,250 445,436 924,813
 

(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年以内 222,052千円

１年超 702,094千円

合計 924,147千円
 

(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年以内 260,667千円

１年超 588,309千円

合計 848,976千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 256,783千円

１年超 719,606千円

合計 976,390千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 126,570千円

減価償却費相当額 110,958千円

支払利息相当額 18,680千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 141,300千円

減価償却費相当額 123,983千円

支払利息相当額 17,533千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 262,534千円

減価償却費相当額 230,205千円

支払利息相当額 36,873千円
 

(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 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 2,242千円

合計 4,485千円
 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 － 千円

合計 2,242千円
 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 1,121千円

合計 3,364千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年３月31日) 

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。 

 

当中間会計期間末(平成18年３月31日) 

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。 

 

前事業年度末(平成17年９月30日) 

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10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり純資産額 80,571円85銭
 

１株当たり純資産額 87,448円84銭
 

１株当たり純資産額 83,818円96銭
 

１株当たり 
中間純利益 

2,334円37銭
 

１株当たり 
中間純利益 

4,848円18銭
 

１株当たり 
当期純利益 

5,473円05銭
 

 なお、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。 

 なお、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。 

 なお、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。 

 また、当社は平成16年11月19日付

で普通株式１株につき３株の株式分

割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合

の前中間会計期間及び前事業年度に

おける１株当たり情報については、

以下のとおりであります。 

（前中間会計期間） 

１株当たり純資産額 35,687円22銭

１株当たり中間純利 
益 

1,529円60銭

 なお、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。 

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 79,384円75銭

１株当たり当期純利 
益 

3,713円15銭

 なお、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。 

  当社は平成16年11月19日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行

っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前事

業年度における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 79,384円75銭

１株当たり当期純利 
益 

3,713円15銭

 なお、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は、以下のとおりであります。 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日
至 平成17年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日
至 平成17年９月30日)

中間(当期)純利益 (千円) 251,526 522,370 640,711

普通株主に 
帰属しない金額 

(千円) ― ― 51,000

（うち利益処分によ
る役員賞与金） 

(千円) ― ― (51,000)

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

(千円) 251,526 522,370 589,711

普通株式の 
期中平均株式数 

(株) 107,749 107,745 107,748
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 
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