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平成 18 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要     平成 18 年５月 18日 
上 場 会 社 名        東京コスモス電機株式会社                              上場取引所 東 
コ ー ド 番 号         6772                                                   本社所在都道府県 
（ＵＲＬ  http://www.tocos-j.co.jp/ ）                     神奈川県 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 丸  庸夫 
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  氏名 塩崎 義和    ＴＥＬ (03)3255－3917 
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 18 日        中間配当制度の有無            無 
配当支払開始予定日 平成 18 年６月 30 日        定時株主総会開催日 平成 18 年６月 29 日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000 株) 
 
１． 18 年３月期の業績(平成 17年４月１日～平成 18年３月 31 日) 
(1)経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18 年３月期 
17 年３月期 

9,104 
9,178 

△0.8
4.1

429
410

4.7
△17.3

313
286

9.4
△4.6

 
 

当期純利益 
1 株 当 たり
当期純 利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株 主 資 本

当期純利益率

総 資 本

経常利益率

売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18 年３月期 
17 年３月期 

△158
151

― 
△11.7 

△10
9
09
59

―
―

△5.7
5.5

3.7
3.3

3.4
3.1

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期   15,754,504       17 年３月期   15,767,426 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 
17 年３月期 

2 00
0 00

― 
― 

2 00
0 00

31 
― 

― 
― 

1.1 
― 

(注) 18 年３月期期末配当金の内訳 普通配当金 
 
(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

18 年３月期 
17 年３月期 

8,116 
8,683 

2,819
2,794

34.7
32.2

179
177

01
29

(注) ①期末発行済株式数   18 年３月期   15,749,554 株 17 年３月期   15,759,453 株 
     ②期末自己株式数     18 年３月期     62,946 株 17 年３月期     53,047 株 
 
２．19年３月期の業績予想(平成 18 年４月１日～平成 19 年３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 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

4,650 
9,250 

200
390

110
210

― 
― 

―
5
 
00

―
5
 
00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 13 円 32 銭 

(注)配当金については、当社創業 50周年に当たることから記念配当を含めた予想であります。 

 
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に基づき作成しているため、実際の

業績は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
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  【財務諸表等】 

  【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

 
前事業年度 

(平成17年３月31日)
当事業年度 

(平成18年３月31日)
比較増減 

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)

(資産の部) 

Ⅰ 流動資産 

１ 現金及び預金 404,579 551,764 147,184

２ 受取手形 324,057 452,657 128,599

３ 売掛金 1,520,759 1,346,202 △174,557

４ 商品 45,788 42,190 △3,597

５ 製品 231,394 179,169 △52,224

６ 原材料 361,301 367,177 5,875

７ 仕掛品 48,386 44,152 △4,234

８ 貯蔵品 5,977 6,952 975

９ 前払費用 27,353 12,930 △14,423

10 繰延税金資産 28,564 32,998 4,433

11 未収収益 ― 1,077 1,077

11 未収入金 14,862 1,151 △13,710

12 その他の流動資産 6,947 13,502 6,555

13 貸倒引当金 △5,354 △5,038 315

流動資産合計 3,014,619 34.7 3,046,889 37.5 32,269

Ⅱ 固定資産 

(1) 有形固定資産 

１ 建物 676,081 606,306 △69,775

２ 構築物 26,050 23,091 △2,959

３ 機械及び装置 520,535 507,848 △12,686

４ 車両運搬具 807 474 △332

５ 工具器具備品 232,324 216,033 △16,291

６ 土地 2,904,831 2,222,934 △681,896

７ 建設仮勘定 22,291 41,817 19,525

有形固定資産合計 4,382,922 50.5 3,618,506 44.5 △764,415

(2) 無形固定資産 

１ 借地権 2,336 2,336 ―

２ 電話加入権 2,687 2,687 ―

無形固定資産合計 5,024 0.1 5,024 0.1 ―
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前事業年度 

(平成17年３月31日)
当事業年度 

(平成18年３月31日)
比較増減 

区分 金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)

(3) 投資その他の資産 

１ 投資有価証券 661,211 969,036 307,824

２ 従業員長期貸付金 3,011 2,075 △936

３ 長期貸付金 268,367 223,672 △44,694

４ 繰延税金資産 193,848 90,087 △103,761

５ 保険積立金 201,519 196,017 △5,502

６ その他の投資 52,523 32,693 △19,829

７ 投資損失引当金 △96,024 △71,283 24,740

８ 貸倒引当金 △3,101 △589 2,512

投資その他の資産合計 1,281,354 14.7 1,441,708 17.8 160,353

固定資産合計 5,669,301 65.3 5,065,239 62.4 △604,061

Ⅲ 繰延資産 

 社債発行費 ― 4,575 4,575

繰延資産合計 ― 4,575 0.1 4,575

資産合計 8,683,920 100.0 8,116,703 100.0 △567,217

(負債の部) 

Ⅰ 流動負債 

１ 支払手形 1,123,023 1,060,530 △62,492

２ 買掛金 528,225 483,570 △44,654

３ 短期借入金 992,546 611,726 △380,820

４ 一年以内償還社債 ― 20,000 20,000

５ 未払金 24,232 8,642 △15,589

６ 未払消費税等 ― 3,827 3,827

７ 未払法人税等 42,162 36,978 △5,184

８ 未払費用 616,931 569,746 △47,185

９ 前受金 ― 4,560 4,560

10 預り金 9,926 5,905 △4,021

11 賞与引当金 42,660 49,446 6,786

12 その他の流動負債 29,623 40,767 11,143

流動負債合計 3,409,331 39.2 2,895,701 35.7 △513,630

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 280,000 280,000

２ 長期借入金 1,025,309 927,976 △97,332

３ 退職給付引当金 516,529 537,350 20,821

４ 再評価に係る繰延税金負債 859,485 586,887 △272,597

５ その他固定負債 79,007 69,455 △9,552

固定負債合計 2,480,331 28.6 2,401,669 29.6 △78,661

負債合計 5,889,663 67.8 5,297,371 65.3 △592,291
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前事業年度 

(平成17年３月31日)
当事業年度 

(平成18年３月31日)
比較増減 

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)

(資本の部) 

Ⅰ 資本金 1,277,000 14.7 1,277,000 15.7 ―

Ⅱ 資本剰余金 

 その他資本剰余金 

自己株式処分差益 156 0.0 156 0.0 ―

Ⅲ 利益剰余金 

 当期未処分利益 190,598 2.2 441,106 5.4 250,507

Ⅳ 土地再評価差額金 1,289,228 14.8 879,504 10.8 △409,724

Ⅴ その他有価証券評価差額金 44,898 0.5 232,259 2.9 187,361

Ⅵ 自己株式 △7,624 △0.0 △10,694 △0.1 △3,069

資本合計 2,794,257 32.2 2,819,332 34.7 25,074

負債資本合計 8,683,920 100.0 8,116,703 100.0 △567,217
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② 【損益計算書】 

 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

比較増減 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 9,178,566 100.0 9,104,304 100.0 △74,262

Ⅱ 売上原価 7,691,352 83.8 7,594,073 83.4 △97,278

売上総利益 1,487,214 16.2 1,510,230 16.6 23,016

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,076,489 11.7 1,080,308 11.9 3,819

営業利益 410,724 4.4 429,922 4.7 19,197

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息及び受取配当金 10,279 66,810 56,531

２ 雑収入 80,873 50,521 △30,352

営業外収益合計 91,152 1.0 117,332 1.3 26,179

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 83,599 66,656 △16,943

２ 手形売却損 20,684 18,313 △2,370

３ 退職給付費用 63,908 72,588 8,679

４ 雑損失 46,697 75,806 29,108

営業外費用合計 214,890 2.3 233,363 2.6 18,473

経常利益 286,987 3.1 313,890 3.4 26,903

Ⅵ 特別利益 

１ 清算会社分配益 ― 43,585 43,585

２ 投資損失引当金繰戻益 27,973 24,740 △3,232

３ その他の特別利益 1,786 2,929 1,142

特別利益合計 29,760 0.3 71,255 0.8 41,495

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産除却損 10,556 19,411 8,855

２ 減損損失 ― 711,401 711,401

３ たな卸資産廃棄損 50,609 ― △50,609

４ たな卸資産評価損 8,085 ― △8,085

５ 減価償却費 301 ― △301

６ 工場集約損 7,040 ― △7,040

７ その他の特別損失 12,977 7,490 △5,487

特別損失合計 89,571 1.0 738,303 8.1 648,732

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

227,175 2.4 △353,157 △3.9 △580,332

法人税、住民税及び事業税 104,348 1.1 104,862 1.2 514

過年度法人税等還付額 △17,659 △0.2 △625 △0.0 17,033

法人税等調整額 △10,826 △0.1 △298,508 △3.3 △287,682

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

151,313 1.6 △158,885 △1.7 △310,198

前期繰越利益 39,285 190,598 151,313

土地再評価差額金取崩高 ― 409,393 409,393

当期未処分利益 190,598 441,106 250,507

 
 
 



ファイル名:120_短信個別1803.doc 更新日時:5/17/2006 5:38:00 PM 印刷日時:06/05/18 10:27

― 34 ― 

③ 【利益処分案】 

 

 
 前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 
比較増減 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

当期未処分利益の処分  

Ⅰ 当期未処分利益 
 

190,598 441,106 250,507

Ⅱ 利益処分額 
 

 １ 利益準備金 
 

5,000

 ２ 利益配当金 
 

― 31,499 36,499 36,499

Ⅲ 次期繰越利益 
 

190,598 404,607 214,008

その他資本剰余金の処分  

Ⅰ その他資本剰余金 
 

156 156 ―

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越高 
 

156 156 ―

  

（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 前事業年度 当事業年度 

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 

(2) 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 

(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 

   同左 

 

 

 

  時価のないもの 

   同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品・製品・仕掛品・貯蔵品 

  先入先出法による原価法 

(2) 原材料 

  移動平均法による原価法 

(1) 商品・製品・仕掛品・貯蔵品 

  同左 

(2) 原材料 

  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

以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法) 

  なお、取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年均等償却によっており

ます。 

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物   ７～45年

   機械装置及び運搬具 ５～９年

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 長期前払費用 

  均等償却をしております。 

(2) 長期前払費用 

  同左 

５ 繰延資産の処理方法   ――――――――――――― 社債発行費 

３年間で均等償却をしております。 

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

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。 

同左 
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項目 前事業年度 当事業年度 

７ 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、回収不能見込額を計上して

おります。 

 ①一般債権 

  貸倒実績率により計上しておりま

す。 

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

  財務内容評価法によっておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 ①一般債権 

  同左 

 

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

  同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員賞与の支払いに充てるた

め、賞与支給規定に基づき支給見

込み額の当会計期間負担額を基準

として計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  同左 

 (3) 投資損失引当金 

財政状態の悪化した子会社等への

投資に対する損失に備えるため、

実質価値の低下の程度並びに将来

の回復見込等を総合的に勘案して

計上しております。 

(3) 投資損失引当金 

  同左 

 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込み額に基づ

き、計上しております。 

  な お、会計基準変更時差異

765,452千円については13年によ

る均等額を費用処理しておりま

す。 

  また、過去勤務債務は11年、数理

計算上の差異は、翌期から12年で

均等償却を行っています。 

 

(4) 退職給付引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 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

っています。 

同左 
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項目 前事業年度 当事業年度 

９ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また金利スワップの特例処

理の要件を満たす金利スワップ

及び金利キャップについては、

特例処理を採用しております。

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引(金利スワ

ップ取引、金利キャップ取

引) 

   ヘッジ対象 

    相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定され、

その変動が回避されるもの。

 ③ヘッジ方針 

   相場変動等による損失の可能性

が極めて高いと判断した場合、

及びキャッシュ・フローの固定

を必要と判断した場合に取締役

会の承認を得て、ヘッジ目的で

デリバティブ取引を行っており

ます。 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

   金利スワップ、金利キャップ

は、ヘッジ手段の有効性を定期

的に確認しております。 

ヘッジ会計の方法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

  同左 

 

 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

    同左 

 

 

   ヘッジ対象 

    同左 

 

 

 

 

 ③ヘッジ方針 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

  同左 

10 その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっています。 

 

①消費税等の会計処理 

 同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 当事業年度 

――――――――――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

 当連結会計年度から｢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。これにより税引前当期純利益が711百

万円減少しております。しかしながら、当該土

地は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布 法律第34号及び平成11年３月31

日の同法律の改正）に基づき、再評価をしてお

りますので、再評価に係る繰延税金負債の戻入

及び建物、構築物に係る法人税等調整額が284百

万円あるため、当期未処分利益は426百万円の減

少となります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から

直接控除しております。 

 

追加情報 

前事業年度 当事業年度 

「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日以後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、当期か

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

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費が8,314千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

が、同額減少しております。 

――――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保に供している資産 

定期預金 81,500千円

建物 649,635 

土地 2,850,076 

投資有価証券 373,696 

保険積立金 47,440 

計 4,002,348 

上記に対応する債務 

一年以内返済の長期借入金 646,956千円

長期借入金 990,944 

白河コスモス電機㈱  

長期借入金 151,963 

会津コスモス電機㈱  

長期借入金 476,020 

計 2,265,883 

 
  

※１ 担保に供している資産 

定期預金 81,500千円

建物 584,105 

土地 2,167,754 

投資有価証券 683,054 

保険積立金 ― 

計 3,516,413 

上記に対応する債務 

一年以内返済の長期借入金 493,726千円

長期借入金 899,784 

白河コスモス電機㈱  

長期借入金 157,384 

会津コスモス電機㈱  

長期借入金 473,239 

計 2,024,133 

 
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 42,000千株

 発行済株式の総数 

  普通株式 15,812千株
  
※３ 自己株式の保有数 

 普通株式 53千株
  

※２ 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 42,000千株

 発行済株式の総数 

  普通株式 15,812千株
  
※３ 自己株式の保有数 

 普通株式 62千株
  

※  下記の関係会社等の銀行借入金にかかる債務保証を

行なっています。 

白河コスモス電機㈱ 167,368千円

中津コスモス電機㈱ 324,000 

会津コスモス電機㈱ 585,116 

計 1,076,484 
 

※  下記の関係会社等の銀行借入金にかかる債務保証

を行なっています。 

白河コスモス電機㈱ 162,188千円

中津コスモス電機㈱ 333,000 

会津コスモス電機㈱ 581,996 

計 1,077,184 
 

  

※ 受取手形割引高 392,067千円

  
 

  

※ 受取手形割引高 210,207千円

  
 

※  関係会社に係わる注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。 

受取手形 66,616千円

売掛金 198,873 

支払手形 85,000 

未払費用 550,584 
  

※  関係会社に係わる注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形 55,075千円

売掛金 210,689 

支払手形 80,000 

未払費用 493,586 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※ ①土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法

律第34号及び平成11年３月31日の同法律の改正)に基

づき、平成12年３月31日の事業用土地の再評価を実施

しました。 

  関連する勘定は以下のとおりであります。 

再評価に係る繰延税金負債 859,485千円

土地再評価差額金 1,289,228千円

合計 2,148,714千円

②土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31

日公布政令第 119号)第２条第４号に定める路線価及

び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定資

産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出

しております。 

③平成17年３月31日における事業用土地の時価の合

計額は再評価後の帳簿価額の合計額を726,225千円下

回っております。 

 

 

 

 

 

※再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第７条の

２第１項の規定により、配当に充当することが制限され

ております。 

※ ①土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号及び平成11年３月31日の同法律の改

正)に基づき、平成12年３月31日の事業用土地の

再評価を実施しました。 

  関連する勘定は以下のとおりであります。 

再評価に係る繰延税金負債 586,887千円

土地再評価差額金 879,504千円

合計 1,466,392千円

②土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第 119号)第２条第４号に定める

路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整

を行って算出しております。 

③平成18年３月31日における事業用土地の時価

の合計額は再評価後の帳簿価額の合計額を

494,629千円下回っております。 

④東京事業所の土地について、当会計期間より

減損会計を適用し、682,322千円土地の減損処理

を実施しました。そのため、再評価に係る繰延

税金負債を272,928千円、土地再評価差額金を

409,393千円それぞれ取崩しております。 

※ 同左 

※ (配当制限) 

 ①土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第７

条の２第１項の規定により、配当に充当することが制

限されております。 

 ②その他有価証券評価差額金は、商法施行規則第124条

第３号の規定により、配当に充当することが制限され

ております。 

※ (配当制限) 

 ① 同左 

 

 

 ② 同左 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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に係る注記 

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 

  
機械及び 
装置 
(千円) 

 
車両運搬具 
(千円) 

 
工具器具 
備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

 285,120 46,677 96,679 428,476 

減価償却 
累計額 
相当額 

 128,233 34,928 60,060 251,590 

期末残高 
相当額 

 128,518 11,749 36,618 176,886 

  なお取得価額相当額は、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います。 

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係る注記 

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 

 
機械及び
装置 
(千円) 

車両運搬具
(千円) 

工具器具
備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額
相当額 

257,354 19,848 46,655 323,857

減価償却
累計額 
相当額 

175,476 11,981 32,682 220,139

期末残高
相当額 

81,877 7,866 13,973 103,717

  なお取得価額相当額は、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います。 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内 72,220千円

  １年超 104,666 

  合計 176,886 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、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

います。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内 43,487千円

  １年超 60,230 

  合計 103,717 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、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

います。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 67,551千円

  減価償却費相当額 67,551 
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 67,091千円

  減価償却費相当額 67,091 
 

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 

  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。 

 

 


