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平成18年８月３日

上 場 会 社 名 太洋工業株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コ ー ド 番 号 ６６６３ 本社所在都道府県 和歌山県

(URL　http://www.taiyo-xelcom.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　細江　美則   

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長兼経理部長 氏名　川幡　敏次 ＴＥＬ （073）431－6311

決算取締役会開催日 平成18年８月３日 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　100株）   

１．18年６月中間期の業績（平成17年12月21日～平成18年６月20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 ％
18年６月中間期 3,154 ( 　9.0) 589 ( 　9.8) 588 (　 8.8)
17年６月中間期 2,893 ( △1.9) 536 (△21.6) 540 (△21.4)

17年12月期 5,979 1,057 1,059

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 356 (　15.1) 61 17
17年６月中間期 310 (△12.4) 106 54

17年12月期 545 93 72

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 5,833,493株 17年６月中間期 2,910,000株 17年12月期 5,820,058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。

④当社は平成17年11月10日をもって１株につき２株の株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の平成17年６月中間期の１株当たり中間純利益は53.27円となります。

(2）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 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 5,696 3,481 61.1 596 40
17年６月中間期 5,265 2,965 56.3 1,019 13

17年12月期 5,510 3,276 59.5 562 04

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 5,837,400株 17年６月中間期 2,910,000株 17年12月期 5,830,500株

②期末自己株式数 18年６月中間期 －株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －株

③当社は平成17年11月10日をもって１株につき２株の株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の平成17年６月中間期の１株当たり純資産は509.57円となります。 

２．18年12月期の業績予想（平成17年12月21日～平成18年12月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 6,459 1,093 624

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)　106円90銭

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 0.00 15.00 15.00

18年12月期（実績） 0.00 －
15.00

18年12月期（予想） － 15.00

※　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、前記「３．経営成績及び財政状態」（添付資料の８ページ）をご参照下さ
い。   
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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20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20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20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 ※２ 959,872   976,330   16,458 904,625   

２．受取手形  324,647   361,103   36,455 223,548   

３．売掛金  847,716   1,022,815   175,099 1,048,027   

４．たな卸資産  531,035   622,428   91,393 536,057   

５．繰延税金資産  74,956   106,375   31,418 108,307   

６．その他  39,803   17,278   △22,525 18,305   

貸倒引当金  △1,014   －   1,014 △1,104   

流動資産合計   2,777,017 52.7  3,106,331 54.5 329,313  2,837,769 51.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 614,146   577,563   △36,582 598,455   

(2）機械及び装
置

 324,104   294,016   △30,088 322,626   

(3）土地 ※２ 681,981   718,037   36,056 718,151   

(4）その他  113,858   101,613   △12,245 101,492   

有形固定資産
合計

 1,734,091   1,691,230   △42,860 1,740,725   

２．無形固定資産  47,876   60,154   12,278 51,053   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２ 193,583   308,502   114,918 410,866   

(2）関係会社株
式

 112,813   112,813   － 112,813   

(3）保険積立金  278,373   283,300   4,927 280,857   

(4）繰延税金資
産

 62,229   72,531   10,301 15,824   

(5）その他  74,855   76,820   1,964 76,249   

貸倒引当金  △15,341   △15,186   155 △15,186   

投資その他の
資産合計

 706,514   838,782   132,267 881,424   

固定資産合計   2,488,482 47.3  2,590,168 45.5 101,685  2,673,204 48.5

資産合計   5,265,500 100.0  5,696,499 100.0 430,999  5,510,973 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20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20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  537,608   405,508   △132,099 399,768   

２．買掛金  289,017   235,125   △53,892 244,223   

３．短期借入金 ※2,4 91,001   191,001   100,000 241,001   

４．一年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 284,452   183,807   △100,645 250,337   

５．未払金  124,522   114,654   △9,868 127,544   

６．未払費用  169,192   182,916   13,723 110,597   

７．未払法人税等  104,955   269,868   164,913 253,491   

８．賞与引当金  20,799   22,000   1,201 16,000   

９．製品保証引当
金

 4,500   17,242   12,742 11,600   

10．その他 ※５ 111,138   123,033   11,894 62,677   

流動負債合計   1,737,188 33.0  1,745,156 30.6 7,968  1,717,240 31.1

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 220,563   152,602   △67,961 181,668   

２．退職給付引当
金

 93,421   102,392   8,970 93,937   

３．役員退職慰労
引当金

 88,935   97,789   8,854 93,352   

４．長期未払金  159,716   117,126   △42,590 147,821   

固定負債合計   562,636 10.7  469,910 8.3 △92,726  516,779 9.4

負債合計   2,299,824 43.7  2,215,066 38.9 △84,757  2,234,019 40.5

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   785,245 14.9  － － －  788,048 14.3

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  908,545   －   － 911,348   

資本剰余金合計   908,545 17.3  － － －  911,348 16.6

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  10,412   －   － 10,412   

２．中間（当期）
未処分利益

 1,243,433   －   － 1,478,864   

利益剰余金合計   1,253,846 23.8  － － －  1,489,276 27.0

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  18,040 0.3  － － －  88,280 1.6

資本合計   2,965,676 56.3  － － －  3,276,953 59.5

負債資本合計   5,265,500 100.0  － － －  5,510,973 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20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20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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  789,890 13.9 －  － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   913,190   － －   

  資本剰余金合計   － －  913,190 16.0 －  － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   10,412   － －   

(2）その他利益
剰余金

 －   1,748,241   － －   

  利益剰余金合計   － －  1,758,654 30.9 －  － －

株主資本合計   － －  3,461,736 60.8 －  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  19,696 0.3 －  － －

評価・換算差額
等合計

  － －  19,696 0.3 －  － －

純資産合計   － －  3,481,432 61.1 －  － －

負債純資産合計   － －  5,696,499 100.0 －  － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20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12月21日
至　平成17年12月20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   2,893,317 100.0  3,154,517 100.0 261,199  5,979,631 100.0

Ⅱ　売上原価   1,901,939 65.7  2,082,705 66.0 180,765  4,015,058 67.1

売上総利益   991,377 34.3  1,071,812 34.0 80,434  1,964,572 32.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  454,482 15.7  482,298 15.3 27,816  907,173 15.2

営業利益   536,895 18.6  589,513 18.7 52,618  1,057,398 17.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  24,417 0.8  11,737 0.4 △12,680  34,972 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  20,443 0.7  12,681 0.4 △7,762  33,004 0.6

経常利益   540,869 18.7  588,569 18.7 47,700  1,059,367 17.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  23,192 0.7 23,192  10,341 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  12,284 0.4  3,191 0.1 △9,093  28,048 0.5

税引前中間（当
期）純利益

  528,584 18.3  608,571 19.3 79,986  1,041,660 17.4

法人税、住民
税及び事業税

 90,188   260,022   169,834 333,523   

過年度法人税、
住民税及び事
業税

 －   －   － 68,558   

法人税等調整
額

 128,372 218,560 7.6 △8,286 251,736 8.0 △136,659 94,123 496,205 8.3

中間（当期）
純利益

  310,023 10.7  356,835 11.3 46,811  545,454 9.1

前期繰越利益   933,409   －  －  933,409  

中間（当期）
未処分利益

  1,243,433   －  －  1,478,864  
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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17年12月21日　至　平成18年６月20日）

（単位：千円）

 

 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

資本

準備金

資本

剰余金

合計 

利益

準備金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計 

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 平成17年12月20日残高 788,048 911,348 911,348 10,412 1,478,864 1,489,276 88,280 88,280 3,276,953

 中間会計期間中の変動額          

 　新株の発行 1,842 1,842 1,842      3,684

 　剰余金の配当     △87,457 △87,457   △87,457

 　中間純利益     356,835 356,835   356,835

 　株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
      △68,583 △68,583 △68,583

 中間会計期間中の変動額合計 1,842 1,842 1,842  269,377 269,377 △68,583 △68,583 204,479

 平成18年６月20日残高 789,890 913,190 913,190 10,412 1,748,241 1,758,654 19,696 19,696 3,481,432

－ 39 －



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12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20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

　移動平均法に基づく原価法に

よっております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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）によっております。

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

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）によっております。

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）によっております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

　なお、投資事業有限責任組

合への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、

組合契約に規定される決算報

告日に応じて、入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法

によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

 (2）デリバティブ

　時価法によっております。

(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

基板検査機

…個別法に基づく原価法に

よっております。

(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

 その他

…総平均法に基づく原価法に

よっております。

  

 原材料

　総平均法に基づく原価法に

よっております。

原材料

同左

原材料

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

10～38年

機械及び装置

５～10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

　定額法によっております。

　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
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20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

能性を検討し、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

　従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）製品保証引当金

　販売済み製品の無償補修費用の

支出に備えるため、過去の支出割

合に基づく必要額を計上しており

ます。

(3）製品保証引当金

同左

(3）製品保証引当金

同左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため

に、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。

　なお、会計基準変更時差異

97,732千円については５年による

按分額を費用処理しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため

に、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。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため

に、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。

　なお、会計基準変更時差異

97,732千円については５年による

按分額を費用処理しておりま

す。

 (5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えて、

内規に基づく中間会計期間末要支

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

　役員退職慰労金の支出に備えて、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間期末

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。

同左 　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。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、金利スワップ

取引について特例処理の条件を充

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

　主として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、金利スワップ

取引について特例処理の条件を充

たしている場合には特例処理を採

用しております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

(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 ヘッジ対象…借入金

 (3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

 (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

　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。

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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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12月21日

至　平成17年６月20日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月21日

至　平成18年６月20日）

前事業年度

（自　平成16年12月21日

至　平成17年12月20日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ──────

　当中間連結会計期間より、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。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

（法人事業税における外形標準課税部分の中

間損益計算書上の表示方法）

　「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日以降に開始する事

業年度より外形標準課税が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「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5,700千円を販売費及び一般管理費に計上し

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20日）

当中間会計期間末
（平成18年６月20日）

前事業年度末
（平成17年12月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,649,410千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,794,471千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,718,157千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金 314,569千円

建物 609,095千円

土地 587,839千円

投資有価証券 27,816千円

計 1,539,320千円

現金及び預金    314,655千円

建物     94,444千円

土地     83,937千円

投資有価証券    11,460千円

計    504,497千円

現金及び預金    314,653千円

建物     97,522千円

土地     83,937千円

投資有価証券     42,771千円

計    538,883千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 91,001千円

一年以内返済予定長期借入金

 284,452千円

長期借入金 220,563千円

計 596,016千円

短期借入金    191,001千円

一年以内返済予定長期借入金

    183,807千円

長期借入金    152,602千円

計    527,410千円

短期借入金    241,001千円

一年以内返済予定長期借入金

    250,337千円

長期借入金    181,668千円

計    673,006千円

　３　受取手形割引高 113,508千円 　３　受取手形割引高    161,120千円 　３　受取手形割引高    205,029千円

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額 550,000千円

借入実行残高 40,000千円

差引額 510,000千円

当座貸越極度額  1,500,000千円

借入実行残高   140,000千円

差引額  1,360,000千円

当座貸越極度額  1,500,000千円

借入実行残高    190,000千円

差引額  1,310,000千円

※５　消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的に重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※５　消費税の取扱い

　　　　　　同左

※５　          ─────
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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12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息 41千円

受取配当金 1,931千円

経営指導料 6,000千円

助成金 463千円

保険解約益 7,152千円

受取利息   42千円

受取配当金      159千円

仕入割引    2,802千円

廃材売却益    3,271千円

事務手数料    1,500千円

受取利息    217千円

受取配当金      3,808千円

経営指導料      6,000千円

保険解約益 7,152千円

仕入割引      3,598千円

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 14,494千円

債権売却損 4,833千円

支払利息     6,628千円

債権売却損      4,914千円

支払利息     21,107千円

債権売却損      9,556千円

※３　          ───── ※３　特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３　          ─────

投資有価証券売却益    23,192千円

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

退職給付会計基準変更時差異

 9,773千円

機械及び装置除却損

 2,318千円

会員権売却損

      2,884千円

機械及び装置除却損

      179千円

退職給付会計基準変更時差異

     19,546千円

投資有価証券評価損

      3,922千円

機械及び装置除却損

      3,921千円

　５　減価償却実施額は次のとおりでありま

す。

　５　減価償却実施額は次のとおりでありま

す。

　５　減価償却実施額は次のとおりでありま

す。

有形固定資産 87,405千円

無形固定資産 4,787千円

有形固定資産     80,635千円

無形固定資産      7,219千円

有形固定資産    185,067千円

無形固定資産    11,499千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年12月21日
至　平成17年６月20日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月21日
至　平成18年６月20日）

前事業年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20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期末残高相当

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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 250,861 74,156 176,705

その他 86,113 26,554 59,559

合計 336,975 100,710 236,264

 

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)

機械及び装置 240,047 81,957 158,090

その他 83,332 37,171 46,160

合計 323,379 119,128 204,251

 

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)

機械及び装置 240,047 57,952 182,095

その他 99,782 39,168 60,613

合計 339,829 97,120 242,709

(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

　１年内 60,336千円

　１年超 181,189千円

　合計 241,525千円

　１年内       64,510千円

　１年超        144,873千円

　合計        209,384千円

　１年内       66,042千円

　１年超        182,846千円

　合計        248,888千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

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

相当額及び減損損失

(3）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 27,011千円

　減価償却費相当額 24,639千円

　支払利息相当額 2,859千円

　支払リース料       35,194千円

　減価償却費相当額       32,562千円

　支払利息相当額      3,450千円

　支払リース料       54,673千円

　減価償却費相当額       50,502千円

　支払利息相当額      5,337千円

(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。

(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。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年６月20日現在）

　子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６月20日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成17年12月20日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、１株当たり情報については記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間末（平成17年６月20日現在）

　平成17年８月４日開催の取締役会において、平成17年11月10日をもって１株を２株に株式分割することが決議

されました。その概要は次のとおりであります。

　（１）分割により増加する株式数　　　普通株式　2,910,000株

　（２）分割の方法　　　　　　　　　　平成17年９月20日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れた株主の所有株式数を、１株につき２株の割合をもって分割

　（３）配当起算日　　　　　　　　　　平成17年６月21日

当中間会計期間末（平成18年６月20日現在）

 該当事項はありません。

前事業年度（平成17年12月20日現在）

　該当事項はありません。
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