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単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 51,922 (△3.3) 1,915 (△5.9) 2,248 (△2.9)

17年６月中間期 53,702 (△0.1) 2,036 (△19.0) 2,314 (△15.8)

17年12月期 110,414 4,179 4,536

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 1,018 (△4.9) 13 78

17年６月中間期 1,071 (△47.1) 14 49

17年12月期 2,131 27 96

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 73,952,376株 17年６月中間期 73,961,195株 17年12月期 73,958,879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

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 89,663 56,186 62.7 759 76

17年６月中間期 88,536 54,271 61.3 733 81

17年12月期 90,892 56,688 62.4 765 70

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 73,952,139株 17年６月中間期 73,958,061株 17年12月期 73,952,588株

②期末自己株式数 18年６月中間期 4,797,861株 17年６月中間期 4,791,939株 17年12月期 4,797,412株

２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 112,700 5,000 2,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　33 円81銭　　　　営業利益（通期）4,800百万円

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いております。実際の業績は、様々な要因によ

り予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

３．配当状況

・現金配当　 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 12.00 12.00

18年12月期（実績） 6.00 －  

18年12月期（予想） － 6.00 12.00

（注）１．平成18年12月中間期配当内訳　記念配当　－　　－円　－銭　　特別配当　－　　－円　－銭

　　　２．平成18年12月期より、中間配当制度を導入しました。
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６．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17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

1.現金及び預金 17,549 10,023 △7,525 14,407

2.受取手形 ※３ 23 13 △10 24

3.売掛金 24,436 24,069 △366 20,760

4.有価証券 － 9,998 9,998 10,000

5.たな卸資産 5,850 4,859 △990 3,094

6.未収入金 1,571 1,504 △66 1,498

7.短期貸付金 900 736 △163 849

8.繰延税金資産 1,243 1,031 △212 1,022

9.その他 337 295 △41 200

10.貸倒引当金 △289 △250 39 △262

流動資産合計 51,623 58.3 52,282 58.3 659 51,595 56.8

Ⅱ　固定資産  

1.有形固定資産 ※１  

(1)建物 12,271 11,955 △315 12,134

(2)機械及び装置 5,727 6,297 570 5,701

(3)土地 5,704 5,683 △21 5,699

(4)その他 1,632 1,552 △80 1,628

合計 25,335 25,488 152 25,164

2.無形固定資産 293 1,194 901 723

3.投資その他の資産  

(1)投資有価証券 10,328 9,762 △565 12,522

(2)長期貸付金 1,004 1,002 △2 1,003

(3)長期前払費用 329 321 △7 292

(4)その他 621 611 △10 590

(5)貸倒引当金 △1,000 △1,000 － △1,000

合計 11,284 10,697 △586 13,408

固定資産合計 36,913 41.7 37,380 41.7 467 39,297 43.2

資産合計 88,536 100.0 89,663 100.0 1,127 90,892 100.0

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

1.支払手形 367 － △367 664

2.買掛金 13,763 12,794 △968 13,320

3.短期借入金 2,440 2,440 － 2,440

4.賞与引当金 502 532 30 586

5.役員賞与引当金 － 31 31 －

6.未払金 10,677 10,479 △197 9,835

7.未払法人税等 932 960 28 1,432

8.未払費用 700 694 △5 746

9.その他 210 221 11 153

流動負債合計 29,593 33.4 28,154 31.4 △1,439 29,178 32.1
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前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債  

1.退職給付引当金 2,629 1,769 △860 2,191

2.役員退職慰労引当金 369 470 101 420

3.繰延税金負債 1,638 3,041 1,402 2,380

4.その他固定負債 33 40 7 33

固定負債合計 4,671 5.3 5,323 5.9 651 5,025 5.5

負債合計 34,265 38.7 33,477 37.3 △787 34,204 37.6

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 13,056 14.7 － － △13,056 13,056 14.4

Ⅱ　資本剰余金  

1.資本準備金 9,897 － △9,897 9,897

2.その他資本剰余金 0 － △0 0

資本剰余金合計 9,897 11.2 － － △9,897 9,897 10.9

Ⅲ　利益剰余金  

1.利益準備金 1,357 － △1,357 1,357

2.任意積立金 29,240 － △29,240 29,240

3.中間(当期)未処分利益 1,917 － △1,917 2,976

利益剰余金合計 32,514 36.7 － － △32,514 33,574 36.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,525 1.7 － － △1,525 2,887 3.2

Ⅴ　自己株式 △2,723 △3.0 － － 2,723 △2,727 △3.0

資本合計 54,271 61.3 － － △54,271 56,688 62.4

負債資本合計 88,536 100.0 － － △88,536 90,892 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 13,056 14.6 13,056 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 9,897 9,897 －

(2）その他資本剰余金  － 0 0 －

資本剰余金合計  － － 9,898 11.0 9,898 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 1,357 1,357 －

(2）その他利益剰余金      

研究開発積立金  － 500 500 －

海外市場開発積立金  － 500 500 －

固定資産圧縮積立金  － 2,530 2,530 －

別途積立金  － 26,800 26,800 －

繰越利益剰余金  － 1,954 1,954 －

利益剰余金合計  － － 33,642 37.5 33,642 － －

４　自己株式  － － △2,728 △3.0 △2,728 － －

株主資本合計  － － 53,868 60.1 53,868 － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額金  － － 2,317 2.6 2,317 － －

評価・換算差額等合計  － － 2,317 2.6 2,317 － －

純資産合計  － － 56,186 62.7 56,186 － －

負債純資産合計  － － 89,663 100.0 89,663 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 53,702 100.0 51,922 100.0 △1,779 110,414 100.0

Ⅱ　売上原価 27,912 52.0 27,587 53.1 △324 58,429 52.9

売上総利益 25,789 48.0 24,335 46.9 △1,454 51,985 47.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 23,753 44.2 22,419 43.2 △1,333 47,806 43.3

営業利益 2,036 3.8 1,915 3.7 △120 4,179 3.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 296 0.6 366 0.7 70 391 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 17 0.0 33 0.1 15 34 0.0

経常利益 2,314 4.3 2,248 4.3 △66 4,536 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 138 0.3 2,613 5.0 2,474 149 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 837 1.6 1,950 3.7 1,113 1,032 0.9

税引前中間（当期）
純利益

1,616 3.0 2,911 5.6 1,294 3,654 3.3

法人税、住民税及び
事業税

389 848 459 1,339

法人税等調整額 155 544 1.0 1,044 1,892 3.6 1,347 183 1,523 2.4

中間（当期）純利益 1,071 2.0 1,018 2.0 △52 2,131 1.9

前期繰越利益 845 －  845

中間（当期）未処分利益 1,917 －  2,976
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年 1月 1日　至平成18年 6月30日）

株主資本
評価・
換算

差額等 

純資産
合計 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資
本合計

その他
有価証
券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益準
備金

その他利益剰余金

研究開
発積立
金

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成17年12月31日

残高

（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,413 226 25,600 2,976 △2,727 53,800 2,887 56,688

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

（百万円）
         △887  △887  △887

固定資産圧縮積立金

の積立

（百万円）

      193   △193     

別途積立金の積立

（百万円）
        1,200 △1,200     

固定資産圧縮積立金

の取崩

（百万円）

      △76   76     

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩

（百万円）

       △226  226     

中間純利益

（百万円）
         1,018  1,018  1,018

自己株式の処分

（百万円）
  0        0 1  1

自己株式の取得

（百万円）
          △2 △2  △2

役員賞与の支給

（百万円）
         △63  △63  △63

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)

（百万円）

            △570 △570

中間会計期間中の

変動額合計

（百万円）

  0    117 △226 1,200 △1,022 △1 67 △570 △502

平成18年6月30日　

残高

（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,530 － 26,800 1,954 △2,728 53,868 2,317 56,186
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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

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

イ．子会社株式および関連会社株

式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

イ．子会社株式および関連会社株

式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式および関連会社株

式

同左

ロ．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て

おり、売却原価は移動平均法

により算出しております。）

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの

同左

ロ．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ており、

売却原価は移動平均法により

算出しております。）

・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）たな卸資産

　総平均法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 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日以降の新規

取得の建物（建物附属設備を除

く）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　　　　　　３年～50年

機械装置　　　　２年～17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、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

支給対象期間に基づく賞与支給見

込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

────── (3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出にあてるため、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。

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、「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）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益

および税引前中間純利益は31百

万円減少しております。

──────

(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

務およ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。

  過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（２年）による

定額法により按分した額を発生時

より費用処理することとしており

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

残存勤務期間以内の一定年数（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

から費用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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（２年）による

定額法により按分した額を発生時

より費用処理することとしており

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

残存勤務期間以内の一定の年数

（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

年度から費用処理することとして

おります。

（追加情報）

　当社は、平成17年４月に退職金

制度の改定を行い適格退職年金制

度から市場金利連動型（キャッ

シュバランス型）の年金制度に移

行しました。  

  なお、この制度改定により、退

職給付債務は７億３千１百万円減

少しております。

────── （追加情報）

　当社は、平成17年４月に退職金

制度の改定を行い適格退職年金制

度から市場金利連動型（キャッ

シュバランス型）の年金制度に移

行しました。

　なお、この制度改定により、退

職給付債務は７億３千１百万円減

少しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてるた

め、内規に基づく当中間会計期間

末の要支給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

　役員の退職金の支給にあてるた

め、内規に基づく当事業年度末の

要支給額を計上しております。

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

５.その他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方法

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）税額計算等における固定資産 (2）税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い 圧縮積立金の取扱い

　税額および法人税等調整額は、

当事業年度において予定している

利益処分による租税特別措置法の

規定に基づく固定資産圧縮積立金

の取崩を前提として、当中間会計

期間に係る金額を計算しておりま

す。

　税額および法人税等調整額は、

当事業年度において予定している

租税特別措置法の規定に基づく固

定資産圧縮積立金等の積立および

取崩を前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

──────
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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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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。これにより税引前中間純

利益は532百万円減少しておりま

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。

────── 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。これにより税引前当期純利

益は532百万円減少しておりま

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。

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準

　　当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

　平成17年12月9日）および「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月9日）を適用しておりま

す。

　なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

──────
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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17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産

減価償却累計額 40,473百万円 42,031百万円 41,292百万円

　２．保証債務 (1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

(1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

(1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

34百万円 22百万円 28百万円

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

64百万円

(US$575,000)

87百万円

(US$755,000)

68百万円

(US$575,000)

※３．期末日満期手形処理 ───── ───── 期末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって入出金の処理をする

方法によっております。したがって、

当事業年度末日は金融機関休日のた

め、次のとおり期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 10百万円

　４．消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は

相殺のうえ、未払金に含めて表示し

ております。

仮払消費税等および仮受消費税等は

相殺のうえ、未収入金に含めて表示

しております。

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益の主要項目

受取利息 16 百万円 21 百万円 32 百万円

為替差益 14 － 31

受取配当金 244 270 290

※２．営業外費用の主要項目

支払利息 16 百万円 16 百万円 33 百万円

為替差損 － 15 －

※３．特別利益の主要項目

固定資産売却益 － 百万円 2,601 百万円 11 百万円

投資有価証券売却益 0 － 0

関係会社株式売却益 138 － 138

貸倒引当金戻入益 － 12 －

※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 111 百万円 125 百万円 203 百万円

固定資産売却損 0 － 0

減損損失 532 － 532

投資有価証券評価損 － 12 －

関係会社株式評価損 193 1,796 296

５．減損損失 　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

 群馬県
 館林市

 製造
 設備

 機械
 装置等

480

 神奈川県
 相模原市

 製造
 設備

 機械
 装置等

52

合計 532

─────   当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

群馬県
館林市

製造
設備

機械
装置等

480

神奈川県
相模原市

製造
設備

機械
装置等

52

合計 532

　当社は、事業用資産については

主として事業別・工場別にグルー

ピングを行い、賃貸用資産および

遊休資産等については個別に資産

のグルーピングを行っておりま

す。

　製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算出

しております。

  当社は、事業用資産については

主として事業別・工場別にグルー

ピングを行い、賃貸用資産および

遊休資産等については個別に資産

のグルーピングを行っておりま

す。

  製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算出

しております。

　６．減価償却実施額

有形固定資産 1,292 百万円 1,205 百万円 2,601 百万円

無形固定資産 0 74 6
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 自己株式の種類および株式数に関

する事項

──────

自己株式の種類 普通株式

前事業年度末株式数
（千株）

4,797

当中間会計期間
増加株式数
（千株）

2

当中間会計期間
減少株式数
（千株）

1

当中間会計期間末株式数
（千株）

4,797

(注)１．自己株式（普通株式）の増加

は、単元未満株式の買取によ

るものであります。

　　２．自己株式（普通株式）の減少

は、単元未満株式の売却によ

るものであります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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

却累計額相当額および中間期末残高相

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、減損損失累計額相当

額およ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、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 20 11 9

工具器具備品 337 150 186

合計 357 161 195

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 12 9 3

工具器具備品 497 227 270

合計 510 237 273

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 20 14 5

工具器具備品 485 185 299

合計 505 200 305

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 82百万円

１年超 129百万円

合計 211百万円

１年内 120百万円

１年超 168百万円

合計 288百万円

１年内 115百万円

１年超 205百万円

合計 320百万円

３）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額

３）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

相当額および減損損失

３）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

相当額および減損損失

支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 40百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 66百万円

減価償却費相当額 63百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 92百万円

減価償却費相当額 87百万円

支払利息相当額 5百万円

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級数法によっ

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

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

②　有価証券

　前中間会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間会計期間（自　平成18年１月１日　

至　平成18年６月30日）および前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）のいずれにおいても

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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