
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) 

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）  

 (参考) １株当たり予想当期純利益  (通期) 76円91銭 

３．配当状況 

※ 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能
性を有しております。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。 
なお、詳細については添付資料(P.９)をご参照ください。 

  

平成１８年１２月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年８月９日

上場会社名 株式会社ブリヂストン 上場取引所 東京、大阪、名古屋及び福岡 

コード番号 ５１０８ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.bridgestone.co.jp/) 

代  表  者  役職名 代表取締役 社長 氏名 荒川 詔四 

問合せ先責任者  役職名 資金部長 氏名 玉置 継夫 TEL (03)3563-6985 

決算取締役会開催日 平成18年８月９日 中間配当支払開始日 平成18年９月１日 

単元株制度採用の有無 有 (１単元100株)     

(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 
対前年中間期

増  減  率
営 業 利 益 

対前年中間期

増   減   率
経 常 利 益 

対前年中間期

増   減   率

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年６月中間期 445,448 11.3 46,463 △5.9 53,356 △11.9 

17年６月中間期 400,204 6.6 49,374 △3.5 60,557 △4.2 

17年12月期 855,023  115,758  124,450  

  

１株当たり中間 

(当期)純利益 
 

中間(当期) 

純 利 益 

対前年中間期

増   減   率

 百万円 ％ 円 銭 

18年６月中間期 39,237 △53.4 50 29 

17年６月中間期 84,118 89.7 105 08 

17年12月期 116,308  146 41 

(注) １．期中平均株式数 18年６月中間期  780,235,811株 17年６月中間期 800,551,395株         

    17年12月期   793,352,064株     

２．会計処理の方法の変更 無 

(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 1,617,993 1,062,109 65.6 1,361 51 

17年６月中間期 1,514,119 1,006,644 66.5 1,267 58 

17年12月期 1,639,674 1,041,650 63.5 1,332 93 

(注) １．期末発行済株式数 18年６月中間期 780,096,096株 17年６月中間期  794,147,615株  

    17年12月期  781,358,258株     

２．期末自己株式数 18年６月中間期 33,006,225株 17年６月中間期 38,954,706株 

  17年12月期 51,744,063株    

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年12月期 925,000 80,000 83,000 60,000 

・現金配当 １株当たり配当金(円)

 中間期末 期  末 年  間

 円 銭 円 銭 円 銭

17年12月期 10 00 14 00 24 00

18年12月期(実績) 12 00 －
24 00

18年12月期(予想) － 12 00
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中間貸借対照表 

  
前中間期 

（平成17年６月30日） 
当中間期 

（平成18年６月30日） 
前  期 

（平成17年12月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
(百万円) 

（資産の部）             

Ⅰ 流動資産             

１ 現金及び預金   145,117   73,693   107,833    

２ 受取手形   2,777   2,872   3,726    

３ 売掛金   239,496   261,374   297,042    

４ 有価証券   4,999   4,999   4,999    

５ たな卸資産   68,475   88,304   73,078    

６ 繰延税金資産   12,399   10,939   11,772    

７ その他   29,899   40,146   33,621    

貸倒引当金   △59   △30   △33    

流動資産合計    503,106 33.2  482,300 29.8  532,041 32.4 △49,741 

Ⅱ 固定資産             

１ 有形固定資産 注１           

(1) 建物   70,984   74,208   73,980    

(2) 機械及び装置   66,786   74,307   71,323    

(3) その他   96,343   106,045   102,252    

計   234,114   254,561   247,556    

２ 無形固定資産   1,217   1,184   1,183    

３ 投資その他の資産             

(1) 投資有価証券   183,515   244,747   250,474    

(2) 関係会社株式   560,554   585,695   568,772    

(3) 関係会社出資金   23,502   42,274   31,901    

(4) その他   8,109   7,229   7,744    

貸倒引当金   △1   －   －    

計   775,680   879,946   858,892    

固定資産合計    1,011,012 66.8  1,135,692 70.2  1,107,632 67.6 28,060 

資産合計    1,514,119 100.0  1,617,993 100.0  1,639,674 100.0 △21,681 
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前中間期 

（平成17年６月30日） 
当中間期 

（平成18年６月30日） 
前  期 

（平成17年12月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
(百万円) 

（負債の部）             

Ⅰ 流動負債             

１ 買掛金   77,549   88,813   101,356    

２ 一年内に償還する 
社債  

  －   20,000   －    

３ 未払法人税等   8,956   11,597   20,557    

４ その他   98,040   105,248   118,617    

流動負債合計    184,546 12.2  225,659 14.0  240,531 14.7 △14,872 

Ⅱ 固定負債             

１ 社債   130,000   110,000   130,000    

２ 長期借入金   100,000   100,000   100,000    

３ 繰延税金負債    27,526   59,067   59,088    

４ 退職給付引当金   56,570   51,568   53,875    

５ 環境対策引当金   －   4,496   5,735    

６ その他   8,832   5,092   8,792    

固定負債合計    322,928 21.3  330,223 20.4  357,492 21.8 △27,269 

負債合計    507,475 33.5  555,883 34.4  598,023 36.5 △42,140 
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前中間期 

（平成17年６月30日） 
当中間期 

（平成18年６月30日） 
前  期 

（平成17年12月31日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
(百万円) 

(資本の部)             

Ⅰ 資本金    126,354 8.3  － －  126,354 7.7 △126,354 

Ⅱ 資本剰余金             

１ 資本準備金   122,078   －   122,078    

資本剰余金合計    122,078 8.1  － －  122,078 7.4 △122,078 

Ⅲ 利益剰余金             

１ 利益準備金   31,278   －   31,278    

２ 任意積立金             

(1) 特別償却準備金   2,332   －   2,332    

(2) 固定資産圧縮 
積立金 

  12,992   －   12,992    

(3) 別途積立金   603,310   －   603,310    

３ 中間(当期)未処分 
利益 

  93,378   －   117,603    

利益剰余金合計    743,292 49.2  － －  767,518 46.8 △767,518 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

   83,911 5.5  － －  123,505 7.5 △123,505 

Ⅴ 自己株式    △68,993 △4.6  － －  △97,807 △5.9 97,807 

資本合計    1,006,644 66.5  － －  1,041,650 63.5 △1,041,650 

負債及び資本合計    1,514,119 100.0  － －  1,639,674 100.0 △1,639,674 

                               

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     － －   126,354 7.8   － － 126,354 

２ 資本剰余金                       

(1) 資本準備金   －   122,078   －    

資本剰余金合計    － －  122,078 7.5  － － 122,078 

３ 利益剰余金                       

(1) 利益準備金   －   31,278    －    

(2) その他利益剰余金                

特別償却準備金   －   3,081   －    

固定資産圧縮 
積立金 

  －   13,768   －    

別途積立金   －   659,310   －    

繰越利益剰余金   －   50,122    －     

利益剰余金合計    － －  757,560 46.8  － － 757,560 

４ 自己株式     － －   △62,866 △3.9   － － △62,866 

株主資本合計     － －   943,127 58.2   － － 943,127 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
評価差額金 

    － －   118,982 7.4   － － 118,982 

評価・換算差額等 
合計 

    － －   118,982 7.4   － － 118,982 

純資産合計    － －  1,062,109 65.6  － － 1,062,109 

負債及び純資産合計    － －  1,617,993 100.0  － － 1,617,993 
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中間損益計算書 

  
前中間期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

増減 
前  期 

（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
（％）

金額 
(百万円)

百分比 
(％) 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高    400,204 100.0  445,448 100.0 45,244 －  855,023 100.0 

Ⅱ 売上原価    258,789 64.7  298,297 67.0 39,508 2.3  549,893 64.3 

売上総利益    141,415 35.3  147,150 33.0 5,735 △2.3  305,129 35.7 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

   92,041 23.0  100,687 22.6 8,646 △0.4  189,371 22.2 

営業利益    49,374 12.3  46,463 10.4 △2,911 △1.9  115,758 13.5 

Ⅳ 営業外収益 注１  15,894 4.0  15,079 3.4 △815 △0.6  20,964 2.5 

Ⅴ 営業外費用 注２  4,711 1.2  8,187 1.8 3,476 0.6  12,273 1.4 

経常利益    60,557 15.1  53,356 12.0 △7,201 △3.1  124,450 14.6 

Ⅵ 特別利益 注３  71,231 17.8  3,182 0.7 △68,049 △17.1  71,231 8.3 

Ⅶ 特別損失 注４  1,038 0.2  － － △1,038 △0.2  6,778 0.8 

税引前中間(当期) 
純利益 

   130,750 32.7  56,538 12.7 △74,212 △20.0  188,903 22.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

  11,075   13,458     31,925   

法人税等調整額   35,555 46,631 11.7 3,843 17,301 3.9 △29,330 △7.8 40,669 72,595 8.5 

中間(当期)純利益    84,118 21.0  39,237 8.8 △44,881 △12.2  116,308 13.6 

前期繰越利益    59,768   －  △59,768   59,768  

自己株式処分差損    14   －  △14   37  

自己株式消却額     50,494   －  △50,494   50,494  

中間配当額    －   －  －   7,941  

中間(当期)未処分 
利益 

   93,378   －  △93,378   117,603  
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中間株主資本等変動計算書 

当中間期（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） （単位：百万円）

科目 

株主資本 
評価・ 
換算差額等

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 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別 
償却 
準備金 

固定資産 
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

前期末残高 126,354 122,078 31,278 2,332 12,992 603,310 117,603 △97,807 918,144 123,505 

（当中間期変動額）           

配当金             △10,939   △10,939   

役員賞与             △152   △152   

前期利益処分に係
る特別償却準備金
積立額 

      656     △656   ―   

当中間期に係る 
特別償却準備金 
積立額 

      92     △92   ―   

前期利益処分に 
係る固定資産圧縮
積立金積立額 

        122   △122   ―   

当中間期に係る固
定資産圧縮積立金
積立額 

        652   △652   ―   

別途積立金積立額           56,000 △56,000   ―   

中間純利益             39,237   39,237   

自己株式の取得               △3,359 △3,359   

自己株式の消却             △38,080 38,080 ―   

自己株式の処分             △23 219 196   

株主資本以外の項
目の当中間期変動
額(純額) 

                  △4,523 

当中間期変動額合計 ― ― ― 748 775 56,000 △67,481 34,940 24,982 △4,523 

当中間期末残高 126,354 122,078 31,278 3,081 13,768 659,310 50,122 △62,866 943,127 118,982 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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 

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) 

時価のないもの … 主として移動平均法による原価法 

(2)デリバティブ 

 時価法によっております。 

(3)たな卸資産 

 製品、原材料、仕掛品、貯蔵品は移動平均法による原価法によっております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。 

(2)無形固定資産 

 定額法によっております。 

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、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。 

(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、当中間期末

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については、10年の定額法で費用処理しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)の定額法で費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各期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)の定額法で、

発生の翌期から費用処理することとしております。 

(3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく金額518百万円を計上しており、固定負債の「その他」

に含めて表示しております。 

(4)環境対策引当金 

 建物及び設備等に使用されているアスベスト及びポリ塩化ビフェニル(PCB)の撤去、処分等に関する支出に備

えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。 

４．外貨建の資産又は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。 

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。 
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６．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップに 

ついては特例処理の要件を満たしている場合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 

(3)ヘッジ方針 

為替予約取引に関しては実需の範囲内での利用としており、通貨スワップ取引はヘッジ対象の外貨建債務の

元本金額及び期間と一致させて利用しております。また、金利スワップ取引は借入金額の範囲内での利用とし

ており、全てのデリバティブ取引において、投機的な取引は行わない方針であります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

振当処理及び特例処理によっておりますので有効性評価は省略しております。 

 ７．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 

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、仮払消費税等は仮受消費税等と相殺し、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

会計方針の変更 

１．役員賞与に関する会計基準 

 当中間期から「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)を適用しております。その

結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は58百万円減少しております。 

２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当中間期から「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)及び

「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。 

追加情報 

タイヤ自主回収に関する事項 

 米州事業を統括するBRIDGESTONE AMERICAS HOLDING, INC.とその傘下の事業会社においては、主として製品自主回

収(平成13年８月終了)の対象タイヤに関連して発生した訴訟等の事象に対処しております。 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約  外貨建金銭債権債務

通貨スワップ  借入金及び社債 

金利スワップ  借入金 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間期 
（平成17年６月30日） 

当中間期 
（平成18年６月30日） 

前  期 
（平成17年12月31日） 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

注１ 有形固定資産に対する減価償却

累計額 

  795,549百万円   827,352百万円   809,890百万円 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE  

B.V.発行の社債に対する債務 

保証 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE  

B.V.ほか発行の社債に対する 

債務保証 

＊１ 保証債務 

(1）BRIDGESTONE FINANCE EUROPE  

B.V.発行の社債に対する債務 

保証 

  18,000百万円   28,000百万円   23,000 百万円 

(ユーロ円建普通社債 (ユーロ円建普通社債 (ユーロ円建普通社債 

  18,000百万円)   28,000百万円)   23,000百万円)

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行 

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

    1,329百万円 

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

  8,993百万円 

(2）BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行

のコマーシャル・ペーパーに対

する債務保証 

  8,389百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

      490百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

  450百万円 

(3）従業員の銀行借入金(住宅資金)

ほかに対する保証額 

  453百万円 

＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 ＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 ＊２ 輸出手形(信用状なし)割引高 

  6,276百万円   6,932百万円   7,186百万円 
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（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間期 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加39千株、及び平成17年３月30日定時株主総会決議に基づ

く取得1,338千株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少108千株、単元未満株式の買い増し請求による減少7千

株及び自己株式の消却による減少20,000千株であります。 

前中間期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前  期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

注１ 営業外収益のうち 注１ 営業外収益のうち 注１ 営業外収益のうち 

受取利息及び
有価証券利息 

159百万円 

受取配当金 12,376 

受取利息及び
有価証券利息 

151百万円 

受取配当金 11,716 

受取利息及び
有価証券利息 

301百万円 

受取配当金 15,189 

注２ 営業外費用のうち 注２ 営業外費用のうち 注２ 営業外費用のうち 

支払利息 1,406百万円 

為替損失 1,135 

支払利息 1,408百万円 

為替損失 3,829 

支払利息 2,841百万円 

関係会社株式
評価損  

1,288 

為替損失 2,344 

注３ 特別利益 注３ 特別利益 注３ 特別利益 

厚生年金基金 
代行部分返上益 

71,231百万円 
固定資産 
売却益  

1,486百万円 

投資有価証券
売却益  

1,695百万円 

厚生年金基金 
代行部分返上益 

71,231百万円 

注４ 特別損失 注４    ────── 注４ 特別損失 

主として化工品事業の一部にお

いて、市場競争激化による販売

価格低下並びに原材料価格高騰

等により業績が悪化したことに

よるものであります。  

固定資産減損
損失 

1,038百万円 
 

主として化工品事業の一部にお

いて、市場競争激化による販売

価格低下並びに原材料価格高騰

等により業績が悪化したことに

よるものであります。  

固定資産減損
損失 

1,042百万円 

環境対策引当
金繰入額 

5,735百万円

＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 

有形固定資産 23,147百万円 

無形固定資産 4 

有形固定資産 25,562百万円 

無形固定資産 2 

有形固定資産 47,128百万円 

無形固定資産 9 

 前期末株式数 増加株式数 減少株式数 当中間期末株式数 

普通株式(千株) 51,744 1,377 20,115 33,006 
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（リース取引関係） 

前中間期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前  期 
（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 

(有形固定資産) (有形固定資産) (有形固定資産) 

  
機械及 
び装置 

(百万円) 

 その他 
(百万円) 

 合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額  825  1,448  2,273 

減価償却 

累計額 

相当額 
 660  787  1,447 

中間期末

残高 

相当額 
 165  661  826 

  
機械及 
び装置 

(百万円)

 その他 
(百万円)

 合計 

(百万円)

取得価額 

相当額  895  1,477  2,373 

減価償却 

累計額 

相当額 
 812  978  1,790 

中間期末

残高 

相当額 
 83  498  582 

  
機械及 
び装置 

(百万円) 

 
工具器具
及び備品

(百万円)

 合計 

(百万円)

取得価額 

相当額  881  1,410  2,292 

減価償却 

累計額 

相当額 
 753  855  1,608 

期末残高 

相当額 
 128  554  683 

(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。 

(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。 

(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 381百万円

１年超 445 

合計 826 

１年内 334百万円

１年超 248 

合計 582 

１年内 378百万円

１年超 304 

合計 683 

(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

残高等に占めるその割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

(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

残高等に占めるその割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。 

(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

占めるその割合が低いため、「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 198百万円

(減価償却費相当額) 

支払リース料 202百万円

(減価償却費相当額) 

支払リース料 397百万円

(減価償却費相当額) 

(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。 

(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。 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 76百万円

１年超 35 

合計 112 

１年内 65百万円

１年超 24 

合計 89 

１年内 82百万円

１年超 25 

合計 107 
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（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 

前中間期 
（平成17年６月30日） 

当中間期 
（平成18年６月30日） 

前  期 
（平成17年12月31日） 

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

子会社株式 3,600 5,432 1,832 3,600 4,921 1,320 3,600 5,714 2,113 

関連会社株式 － － － － － － － － － 

合計 3,600 5,432 1,832 3,600 4,921 1,320 3,600 5,714 2,113 
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