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平成 18 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要               平成 18 年 8 月 21 日 
 

上 場 会 社 名  日本セラミック株式会社         上場取引所   東・大 

コ ー ド 番 号   ６９２９                   本社所在都道府県  鳥取県 

（ＵＲＬ http://www.nicera.co.jp/ ） 

代  表  者  代表取締役 社長 谷 口 義 晴 

問合せ先責任者  取締役 総務部長 米 澤   泰     ＴＥＬ（0857）53－3600 

中間決算取締役会開催日  平成 18 年 8 月 21 日       中間配当支払開始日  ―― 

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 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日） 

(1) 経営成績                     （百万円未満の金額は切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 ６,４６５ ４.６ ４３３ △１０.１ ９６２ △３６.２ 

17年６月中間期 ６,１８０ △９.１ ４８２ △３０.４ １,５０９ △２１.６ 

17年12月期 １２,０６７  ６６０  １,８９４  

 

 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 ５６６ △５５.５ ２２ ２０ 

17年６月中間期 １,２７２ ３４.９ ５６ ８３ 

17年12月期 １,５１７  ６６ ２０ 

 

（注）①期中平均株式数  18 年 6 月中間期 25,526,762 株 17 年 6 月中間期 22,395,105 株 17 年 12 月期 22,693,974 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 
 

(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 ３６,５２８ ３４,７５５ ９５.１ １,３６１ ５３ 

17年６月中間期 ４０,７９８ ２９,２６３ ７１.７ １,３０６ ７９ 

17年12月期 ３６,９３３ ３４,８０７ ９４.２ １,３６２ ９４ 

（注）①期末発行済株式数 18 年 6 月中間期 25,526,485 株 17 年 6 月中間期 22,393,642 株 17 年 12 月期 25,527,402 株 

   ②期末自己株式数  18 年 6 月中間期   785,917 株 17 年 6 月中間期  1,344,662 株 17 年 12 月期   785,000 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 １２,８００ １,９００ １,１００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ４３円０９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 ２０.００ ２０.００ 

18年12月期（実績） ０.００ ―― 

18年12月期（予想） ―― ２０.００ 
２０.００ 

 
 
 ※業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。従いまして実際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。 
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４．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 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表   

（平成17年６月30日） （平成18年６月30日） （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 

（％） 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※６ 11,526   11,317   11,854   

２．受取手形 ※４ 885   1,012   910   

３．売掛金  3,085   3,070   2,987   

４．有価証券  6,975   2,797   3,175   

５．たな卸資産  1,713   1,667   1,568   

６．繰延税金資産  86   95   66   

７．その他  685   774   449   

  貸倒引当金  △22   △42   △37   

 流動資産合計   24,936 61.1  20,692 56.6  20,974 56.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物 ※１,３ 649   612   630   

(2) 機械及び装置 ※１,３ 295   286   295   

(3) 土地  1,463   1,584   1,463   

(4) 建設仮勘定  224   77   227   

(5) その他 ※１,３ 90   107   82   

計  2,723   2,668   2,699   

２．無形固定資産  21   20   18   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  2,183   2,136   2,345   

(2) 関係会社出資金  10,362   10,392   10,392   

(3) 長期貸付金  328   318   326   

(4) 繰延税金資産  141   238   120   

(5) その他  573   576   591   

  貸倒引当金  △472   △516   △535   

計  13,117   13,146   13,240   

 固定資産合計   15,862 38.9  15,835 43.4  15,958 43.2 

 資産合計   40,798 100.0  36,528 100.0  36,933 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表   

（平成17年６月30日） （平成18年６月30日） （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 

（％） 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  43   ―   ―   

２．買掛金  879   995   915   

３．一年以内償還転換社債  9,997   ―   ―   

４．未払法人税等  340   394   71   

５．賞与引当金  10   18   18   

６．その他 ※６ 264   364   1,121   

 流動負債合計   11,534 28.3  1,773 4.9  2,126 5.8 

 負債合計   11,534 28.3  1,773 4.9  2,126 5.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   8,099 19.9  ― ―  10,241 27.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  9,711   ―   11,854   

２．その他資本剰余金  0   ―   179   

 資本剰余金合計   9,711 23.8  ― ―  12,034 32.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  224   ―   224   

２．任意積立金  11,342   ―   11,342   

３．中間(当期)未処分利益  1,524   ―   1,769   

 利益剰余金合計   13,091 32.1  ― ―  13,336 36.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   173 0.4  ― ―  255 0.7 

Ⅴ 自己株式   △1,811 △4.5  ― ―  △1,060 △2.8 

 資本合計   29,263 71.7  ― ―  34,807 94.2 

 負債資本合計   40,798 100.0  ― ―  36,933 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表   

（平成17年６月30日） （平成18年６月30日） （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 

（％） 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   ― ―  10,241 28.0  ― ― 

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   11,854   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   179   ―   

  資本剰余金合計   ― ―  12,034 33.0  ― ― 

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   224   ―   

(2) その他利益剰余金           

  別途積立金  ―   12,322   ―   

  繰越利益剰余金  ―   830   ―   

  利益剰余金合計   ― ―  13,377 36.6  ― ― 

４．自己株式   ― ―  △1,061 △2.9  ― ― 

 株主資本合計   ― ―  34,591 94.7  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額

金 
  ― ―  163 0.4  ― ― 

 評価・換算差額等合計   ― ―  163 0.4  ― ― 

 純資産合計   ― ―  34,755 95.1  ― ― 

 負債純資産合計   ― ―  36,528 100.0  ― ― 
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②中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 
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６月30日) 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

(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 

（％） 

Ⅰ 売上高   6,180 100.0  6,465 100.0  12,067 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,056 81.8  5,391 83.4  10,037 83.2 

 売上総利益   1,124 18.2  1,074 16.6  2,030 16.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   642 10.4  640 9.9  1,369 11.3 

 営業利益   482 7.8  433 6.7  660 5.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,041 16.9  566 8.8  1,267 10.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  15 0.3  37 0.6  33 0.3 

 経常利益   1,509 24.4  962 14.9  1,894 15.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  21 0.3  59 0.9  10 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※４,５  8 0.1  161 2.5  29 0.3 

 税引前中間(当期)純利益   1,522 24.6  860 13.3  1,875 15.5 

 法人税、住民税及び事業税  218   377   342   

 法人税等調整額  30 249 4.0 △83 293 4.5 15 358 2.9 

 中間(当期)純利益   1,272 20.6  566 8.8  1,517 12.6 

 前期繰越利益   252   ―   252  

 中間(当期)未処分利益   1,524   ―   1,769  
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本準備 

金 

その他資 

本剰余金 

資本剰余 

金合計 

利益準備 

金 別途積立 

金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余 

金合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成17年12月31日残高 

     （百万円） 
10,241 11,854 179 12,034 224 11,342 1,769 13,336 △1,060 34,552 

中間会計期間中の変動

額 
          

別途積立金の積立て ― ― ― ― ― 980 △980 ― ― ― 

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △510 △510 ― △510 

利益処分による役員

賞与 
― ― ― ― ― ― △15 △15 ― △15 

中間純利益 ― ― ― ― ― ― 566 566 ― 566 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △1 △1 

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動

額合計  （百万円） 
― ― ― ― ― 980 △938 41 △1 39 

平成18年６月30日残高 

     （百万円） 
10,241 11,854 179 12,034 224 12,322 830 13,377 △1,061 34,591 

 

評価・換算差額等 

 その他有 

価証券評 

価差額金 

評価・換 

算差額等 

合計 

純資産合 

計 

平成17年12月31日残高 

     （百万円） 
255 255 34,807 

中間会計期間中の変動

額 
   

別途積立金の積立て ― ― ― 

剰余金の配当 ― ― △510 

利益処分による役員

賞与 
― ― △15 

中間純利益 ― ― 566 

自己株式の取得 ― ― △1 

その他 ― ― ― 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△91 △91 △91 

中間会計期間中の変動

額合計  （百万円） 
△91 △91 △52 

平成18年６月30日残高 

     （百万円） 
163 163 34,755 
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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 

項目 

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) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

(1) 有価証券 

  ――――― 

 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法 

  子会社株式 

同左 

  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） 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  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 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品 

   移動平均法による低価法 

(2) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品 

同左 

  原材料 

   移動平均法による原価法 

  原材料 

同左 

  原材料 

同左 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法 

  貯蔵品 

同左 

  貯蔵品 

同左 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

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年～50年 

   機械及び装置 

    ４年～９年 

   工具器具及び備品 

    ２年～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(2) 無形固定資産 

  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）に基づく定額法を採

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 

(1) 貸倒引当金 

  売掛金等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、

回収不能見積額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担額を計

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。 

同左 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 

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 
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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） 

 当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益

は161百万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。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準等の一部改正） 

 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）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）並びに改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準第１号 最終改正平成

17年12月27日）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第２号 最終改正平

成17年12月27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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金

額は34,755百万円であります。 

 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。 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準

等） 

 当中間会計期間より、「株主資本等変動計

算書に関する会計基準」（企業会計基準第６

号 平成17年12月27日）及び「株主資本等変

動計算書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９号 平成17年12

月27日）を適用しております。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 
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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 

（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 3,517百万円 

   

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 3,594百万円 

   

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 3,530百万円 

   
 

 ２．偶発債務 

 (1) (協)鳥取鉄工センター組合員の借入に

対する債務保証(連帯保証)は次のとお

りであります。 

 

安田精工㈱ 36百万円 

松田安正 

(松田安鉄工所) 
26百万円 

 計 62百万円  

 

 ２．偶発債務 

 (1) (協)鳥取鉄工センター組合員の借入に

対する債務保証(連帯保証)は次のとお

りであります。 

 

安田精工㈱ 29百万円 

松田安正 

(松田安鉄工所) 
22百万円 

 計 51百万円  

 

 ２．偶発債務 

 (1) (協)鳥取鉄工センター組合員の借入に

対する債務保証(連帯保証)は次のとお

りであります。 

 

安田精工㈱ 29百万円 

松田安正 

(松田安鉄工所) 
22百万円 

 計 51百万円  

 

 (2) ――――― 

 

   

 

 (2) ――――― 

 

   

 

 (2) 取引先の金融機関での手形割引に対す

る保証は次のとおりであります。 

 

ジャパンセンサー㈱ 1百万円  
 

※３．過年度に取得した資産のうち、取得価

額から控除した圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

 

建物 16百万円 

構築物 3百万円 

機械及び装置 135百万円 

工具器具及び備品 5百万円 

 計 161百万円  

 

※３．過年度に取得した資産のうち、取得価

額から控除した圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

 

建物 16百万円 

構築物 3百万円 

機械及び装置 135百万円 

工具器具及び備品 5百万円 

 計 161百万円  

 

※３．過年度に取得した資産のうち、取得価

額から控除した圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

 

建物 16百万円 

構築物 3百万円 

機械及び装置 135百万円 

工具器具及び備品 5百万円 

 計 161百万円  
 

※４． ――――― 

 

※４． ――――― 

 

※４．期末日満期手形 

   手形交換日をもって決済処理しており

ます。従って、当会計期間末日は金融

機関の休業日のため期末日満期手形が

以下の科目に含まれております。 

 

受取手形 44百万円  
 

 ５． ――――― 

 

 ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 

   この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。 

 

当座貸越極度額の総額 3,000百万円 

借入実行残高 ― 

 差引額 3,000百万円  

 

 ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 

   この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。 

 

当座貸越極度額の総額 3,000百万円 

借入実行残高 ― 

 差引額 3,000百万円  

 

※６． ――――― 

 

※６． ――――― 

 

※６．当社発行の期間満了転換社債(償還期

限平成17年12月30日)のうち、手続き

の関係により償還金の一部が未払とな

っており、以下の科目に含まれており

ます。 

 

現金及び預金（別段預

金） 
864百万円 

その他（未払金） 864百万円  
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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．営業外収益のうち主要なもの 

 

受取利息 8百万円 

受取配当金 780百万円 

為替差益 115百万円  

※１．営業外収益のうち主要なもの 

 

受取利息 14百万円 

受取配当金 451百万円 

   

※１．営業外収益のうち主要なもの 

 

受取利息 19百万円 

受取配当金 787百万円 

為替差益 230百万円  
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

 

支払利息 0百万円 

社債利息 14百万円  

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

 

為替差損 37百万円 

   

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

 

支払利息 0百万円 

社債利息 22百万円 

新株発行費 11百万円  
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

 

貸倒引当金戻入益 21百万円  

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

 

投資有価証券売却益 50百万円 

貸倒引当金戻入益 8百万円  

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

 

貸倒引当金戻入益 10百万円  

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

 

関係会社株式評価損 3百万円 

   

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

 

減損損失 161百万円  

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

 

固定資産除却損 25百万円 

関係会社株式評価損 3百万円  
 

※５． ――――― 

 

※５．減損損失 

   当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

鳥取市 

河原町 
土地手付金 建設仮勘定 161 

   当社は、主に事業の種類を基準に資産

のグルーピングを実施しております。

また、事業の用に供していない資産に

ついては個々の物件単位でグルーピン

グを行っております。 

   事業別の資産においては、減損の兆候

はありませんでしたが、上記個別資産

について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しました。 

   なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりま

す。 

 

※５． ――――― 

 

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 76百万円 

無形固定資産 3百万円  

 

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 69百万円 

無形固定資産 3百万円  

 

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 160百万円 

無形固定資産 6百万円  

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株 

式数（千株） 

 普通株式（注） 785 0 ― 785 

合計 785 0 ― 785 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 



- 38 - 

（リース取引関係） 

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） 

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 

 

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) 

その他 

(工具器

具及び備

品) 

25 20 4 

(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。 

 

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 

 

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) 

その他 

(工具器

具及び備

品) 

42 23 19 

(注)    同左 

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 

(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) 

その他 

(工具器

具及び備

品) 

25 21 3 

(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 

 

１年内 2百万円 

１年超 2百万円 

 計 4百万円 

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

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。 

 

(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 

１年内 5百万円 

１年超 13百万円 

 計 19百万円 

(注)    同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 2百万円 

１年超 1百万円 

 計 3百万円 

(注)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おります。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 1百万円 

減価償却費相当額 1百万円 

   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 

支払リース料 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円  

 

(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 

 

 

（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。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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。 

 

 

５．役員の異動 

該当事項はありません。 

 




