
（財）財務会計基準機構会員 
 

平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要 
平成 18 年 10 月 24 日 

上場会社名   

コード番 号 ２５９９ 上場取引所 東 

（ＵＲＬ http://www.japanfoods.co.jp ）  本社所在都道府県 千葉県 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 本 所 良 太  

問 合 せ先 役職名 常務取締役ＣＦＯ 氏名 国 分 友 礼 ＴＥＬ：（0475）35－5834 

決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 24 日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成 18 年 12 月 １日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

 
１．平成 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（1）経営成績                                                       （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益      経常利益      

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 17,079 13.8 885 14.7 878 16.4 

17 年９月中間期 15,009 △20.5 772 △46.1 754 △47.6 

18 年３月期 26,061 △17.2 421 △64.0 379 △67.2 

 

 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９月中間期 570 31.1 111 95 

17 年９月中間期 435 △49.0 85 40 

18 年３月期 142 △78.2 27 93 
 
（注） ①期中平均株式数 18 年９月中間 5,100,000 株 17 年９月中間 5,100,000 株 18 年３月期 5,100,000 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、対前年同中間期増減率 

 
（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９月中間期 15,285 5,061 33.1 992 44 

17 年９月中間期 13,712 4,863 35.5 953 60 

18 年３月期 13,343 4,539 34.0 890 18 
 
（注） 期末発行済株式数 18 年９月中間期 5,100,000株 17 年９月中間期 5,100,000株 18 年３月中間期 5,100,000株

 
 

２．平成 19 年３月期の個別業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）      

 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

通期 28,150 670 640 380 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  74 円  51 銭 
 
３．配当の状況 

・現金配当 １株当たりの配当金 

 中間 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

18 年３月期  10 00 10 00 20 00 

19 年３月期（実績） 10 00 － － 

19 年３月期（予想） － － 15 00 
25 00 

 
※ 上記の予想は、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たものであります。 

実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

上記予想に関する事項は添付資料の８ページをご参照下さい。 
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１．個別中間貸借対照表 
 前中間会計期間末 

(平成 17 年 ９月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年 ９月 30 日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 
科  目 

注記 

番号 
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

1.現金及び預金  1,328,742  1,466,780 581,927

2.売掛金  3,256,305  5,138,723 3,498,713

3.たな卸資産  161,878  200,899 261,203

4.繰延税金資産  41,209  65,474 34,582

5.未収還付法人税等  －  － 217,825

6.未収消費税等 ※2 －  － 50,534

7.その他 ※2 124,131  143,514 135,863

流動資産合計   4,912,268 35.8 7,015,391 45.9 4,780,651 35.8

Ⅱ 固定資産    

1.有形固定資産 ※1   

(1)建物  2,936,603  2,797,991 2,901,558

(2)構築物  696,515  643,314 651,654

(3)機械及び装置  3,821,871  3,463,064 3,632,657

(4)土地  452,279  464,590 454,933

(5)その他  248,925  208,845 243,771

有形固定資産合計  8,156,196  59.5 7,577,806 49.6 7,884,575 59.1

2.無形固定資産    

(1)ソフトウェア  252,646  213,794 231,762

(2)その他  4,247  4,312 4,475

無形固定資産合計  256,894  1.9 218,106 1.4 236,238 1.8

3.投資その他の資産    

(1)繰延税金資産  88,342   53,252 75,138

(2)その他  298,373   421,306 366,827

投資その他の資産

合計 
 386,715  2.8 474,559 3.1 441,966 3.3

固定資産合計   8,799,805 64.2  8,270,472 54.1 8,562,780 64.2

資産合計   13,712,074 100.0  15,285,864 100.0 13,343,431 100.0
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 前中間会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 
科  目 

注記 

番号 
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

1.買掛金  2,152,394  3,668,744 2,541,491

2.１年内返済予定長

期借入金 
 464,200  1,783,200 1,250,450

3.未払金  1,313,471  932,195 801,745

4.未払法人税等  144,378  364,664 －

5.未払消費税等 ※2 －  90,039 －

6.賞与引当金  70,000  91,000 53,000

7.役員賞与引当金  －  10,002 －

8.その他  147,168  181,101 192,911

流動負債合計   4,291,613 31.3 7,120,947 46.6 4,839,598 36.3

Ⅱ 固定負債    

1.長期借入金  4,404,600  3,021,400 3,822,000

2.退職給付引当金  88,013  52,031 77,390

3.その他  64,503  30,057 64,503

固定負債合計   4,557,116 33.2 3,103,488 20.3 3,963,893 29.7

負債合計   8,848,730 64.5 10,224,435 66.9 8,803,492 66.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   628,800 4.6 － － 628,800 4.7

Ⅱ 資本剰余金    

1.資本準備金  272,400  － 272,400

資本剰余金合計   272,400 2.0 － － 272,400 2.0

Ⅲ 利益剰余金    

1.利益準備金  103,400  － 103,400

2.任意積立金  3,200,000  － 3,200,000

3.中間（当期）未処分
利益  644,456   － 300,355

利益剰余金合計   3,947,856 28.8  － － 3,603,755 27.0

Ⅳ その他有価証券

評価差額金 
  14,287 0.1  － － 34,983 0.3

資本合計   4,863,344 35.5  － － 4,539,938 34.0

負債・資本合計   13,712,074 100.0  － － 13,343,431 100.0

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1.資本金   － －  628,800 4.1 － －

2.資本剰余金      

(1)資本準備金  －   272,400 －

資本剰余金合計   － －  272,400 1.8 － －

3.利益剰余金      

(1)利益準備金   －  103,400 －

(2)その他利益剰余金      

別途積立金   －  3,300,000 －

繰越利益剰余金   －  720,325 －

利益剰余金合計   － －  4,123,725 27.0 － －

株主資本合計   －   5,024,925 32.9 －

Ⅱ 評価・換算差額等      

1.その他有価証券

評価差額金 
  －   36,503 －

評価・換算差額等合計   － －  36,503 0.2 － －

純資産合計   － －  5,061,428 33.1 － －

負債・純資産合計   － －  15,285,864 100.0 － －
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２．個別中間損益計算書 

 前中間会計期間 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 科  目 

注記 

番号 
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）
金  額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高 ※6  15,009,720 100.0 17,079,513 100.0 26,061,185 100.0

Ⅱ 売上原価 ※6  13,304,957 88.6 15,351,291 89.9 24,000,081 92.1

売上総利益   1,704,762 11.4 1,728,222 10.1 2,061,104 7.9

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
※6  932,552 6.3 842,576 4.9 1,639,997 6.3

営業利益   772,210 5.1 885,646 5.2 421,107 1.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  24,837 0.2 43,187 0.2 42,779 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※2  42,733 0.3 50,462 0.3 84,529 0.3

経常利益   754,314 5.0 878,371 5.1 379,357 1.5

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 35,854 0.2 － －

Ⅶ 特別損失 ※5  56,173 0.4 963 0.0 99,152 0.4

税引前中間 (当期)

純利益 
  698,140 4.6 913,262 5.3 280,204 1.1

法人税、住民税及び

事業税 
 132,000  352,300 1,000

法人税等調整額  130,584 262,584 1.7 △10,008 342,291 2.0 136,749 137,749 0.5

中間(当期)純利益   435,555 2.9 570,970 3.3 142,454 0.6

前期繰越利益   208,900 － 208,900

中間配当金   － － 51,000

中間（当期）未処分

利益 
  644,456 － 300,355
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３．個別中間株主資本等変動計算書 
②中間株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９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 

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 

株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（千円） 
628,800 272,400 272,400 103,400 3,200,000 300,355 3,603,755 4,504,955

中間会計年度中の変動額  

別途積立金の積立  100,000 △100,000 － －

剰余金の配当  △51,000 △51,000 △51,000

中間純利益  570,970 570,970 570,970

株主資本以外の項目の

中間会計年度中の変動

額（純額） 

 

中間会計年度中の変動額

合計（千円） 
－ － － － 100,000 419,970 519,970 519,970

平成 18 年９月 30 日残高

（千円） 
628,800 272,400 272,400 103,400 3,300,000 720,325 4,123,725 5,024,925

 

 

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 18 年３月 31 日残高

（千円） 
34,983 34,983 4,539,938

中間会計年度中の変動額  

別途積立金の積立  0

剰余金の配当  △51,000

中間純利益  570,970

株主資本以外の項目の

中間会計年度中の変動

額（純額） 

1,519 1,519 1,519

中間会計年度中の変動額

合計（千円） 
1,519 1,519 521,490

平成 18 年９月 30 日残高

（千円） 
36,503 36,503 5,061,428
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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 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 
・子会社株式 ・子会社株式 ・子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ・その他有価証券 ・その他有価証券 ・その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場

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） 

中間会計期間末日の市場

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） 

期末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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 ・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 

・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 

・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 

 先入先出法による原価法 同左 同左 

 ・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

 月別移動平均法による原価

法 

同左 同左 

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 （2）固定資産の減価償却の方

法 
定率法（ただし、平成 10 年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法）

を採用しております。 

耐用年数については、主と

して法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

同左 同左 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

その他につては、定額法に

よっております。なお、耐用年

数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

同左 同左 
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 （3）引当金の計上基準 

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、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。 

なお、当中間会計期間にお

いては、過去の貸倒実績及び

回収不能と見込まれる債権残

高がないため、計上しており

ません。 

同左 売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、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。 

なお、当期においては、過去

の貸倒実績及び回収不能と

見込まれる債権残高がないた

め、計上しておりません。 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与に充てるため、支払予定額

のうち当中間会計期間に属す

る支給対象期間に見合う金額

を計上しております。 

同左 従業員に対して支給する賞

与に充てるため、翌事業年度

支払予定額のうち当事業年度

に属する支給対象期間に見

合う金額を計上しております。

 ────── ③役員賞与引当金 ────── 

 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当会計

年度における支給見込額に基

づき、当中間会計期間に見合

う分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

利益及び税金等調整前中間

純利益は10,002千円減少して

おります。 

 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 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、数理計算上の差異

は、主としてその発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による

定額法により発生年度の翌期

から費用処理しております。 

同左 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当事業

年度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、数理計算上の差異

は、主としてその発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による

定額法により発生年度の翌期

から費用処理しております。 
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

 ⑤役員退職慰労引当金 ────── ⑤役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労引当金に

備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく所要額を計上し

ておりましたが、平成17年６月

25日の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

なお、当該総会までの期間

に対応する役員退職慰労金

相当額は、固定負債の「その

他」に計上しております。 

 役員の退職慰労引当金に

備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく所要額を計上し

ておりましたが、平成17年６月

25日の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

なお、当該総会までの期間

に対応する役員退職慰労金

相当額は、固定負債の「その

他」に計上しております。 

（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

取引に係わる方法に準じた会

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（財

務諸表）作成のための重

要事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

同左 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 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３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） 

当中間会計期間から「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。 

なお、当中間会計期間につきましては

これによる損益への影響はありません。 

 当事業年度から「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。 

なお、当事業年度につきましてはこれ

による損益への影響はありません。 

   

────── （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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は 5,061,428 千円であります。

中間財務諸表規定により、当中間会計

期間における中間財務諸表は、改正後

の中間財務諸表規定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 当中間会計期間末 前事業年度末 

(平成 17 年９月 30 日) （平成 18 年９月 30 日) (平成 18 年３月 31 日) 

※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 
  

15,492,470 千円 
  

  

16,433,622 千円 
  

  

15,868,363 千円 
  

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い 

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。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

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。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、未払消費税等として表示し

ております。 

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。 

 

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  
受取利息 0 千円 

受取配当金 384 千円 

賃貸料収入 6,886 千円 

業務受託収入 600 千円 

収入手数料 1,070 千円 

受取補償金 57 千円 

受取保険金 15,029 千円 

  

  
受取利息 12 千円

受取配当金 851 千円

賃貸料収入 7,607 千円

業務受託収入 2,100 千円

収入手数料 3,213 千円

受取補償金 3,353 千円

受取保険金 14,749 千円

還付加算金 6,669 千円

雑収入 4,631 千円
  

  
受取利息 0 千円

受取配当金 763 千円

賃貸料収入 13,453 千円

業務受託収入 1,200 千円

収入手数料 3,651 千円

受取補償金 2,141 千円

受取保険金 15,029 千円

雑収入 6,541 千円

  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  
支払利息 21,367 千円 

支払補償金 14,144 千円 

  

  
支払利息 28,412 千円

支払補償金 7,383 千円

賃貸資産減価償却費 5,338 千円

雑損失 9,328 千円
  

  
支払利息 49,299 千円

支払補償金 19,224 千円

賃貸資産減価償却費 11,732 千円

雑損失 4,273 千円
  

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 
 
有形固定資産 576,915 千円 

無形固定資産 13,037 千円 
  

  
有形固定資産 566,145 千円

無形固定資産 30,154 千円
  

  
有形固定資産 1,231,007 千円

無形固定資産 44,180 千円
  

※４．     ────── ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．     ───── 

    
補助金収入 35,854 千円

エネルギー多消費型設備導入に伴う天然

ガス化推進補助金 

  

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの 
  
固定資産除却損 18,955 千円 

固定資産売却損 37,158 千円 
  

  
固定資産除却損 963 千円

  

  
固定資産除却損 61,535 千円

固定資産売却損 37,537 千円
  

※６．売上高の季節的変動 ※６．売上高の季節的変動 ※６．売上高の季節的変動 

当社グループの売上高は、事業の性

質上、上半期の受注数が下半期に比べ

割合が大きいため、連結会計年度の上

半期の売上高と下半期の売上高との間

に著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。 

同左 同左 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間 

１． 自己株式に関する事項 
     該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(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（借主側） 

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（借主側） 

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（借主側） 

（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 
  

 

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 
3,308,474 813,602 2,494,871 

その他 20,402 9,872 10,530 

合計 3,328,876 823,475 2,505,401 

  

  

 

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 
3,163,784 915,456 2,248,328

その他 17,503 10,883 6,620

合計 3,181,287 926,339 2,254,948

  

  

 

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 
3,308,474 1,090,323 2,218,150

その他 20,402 11,933 8,469

合計 3,328,876 1,102,256 2,226,620

  

（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 1,004,608 千円 

１年超 891,321 千円 

合計 1,895,930 千円 
  

  

１年内 731,586 千円

１年超 936,296 千円

合計 1,667,882 千円
  

  

１年内 933,055 千円

１年超 683,932 千円

合計 1,616,988 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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（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 293,713 千円 

減価償却費相当額 267,515 千円 

支払利息相当額 27,213 千円 
  

  

支払リース料 289,352 千円

減価償却費相当額 268,181 千円

支払利息相当額 24,831 千円
  

  

支払リース料 599,546 千円

減価償却費相当額 546,296 千円

支払利息相当額 54,389 千円
  

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 （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。 

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。 

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。 

（5）利息相当額の算定方法 （5）利息相当額の算定方法 （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、利息法によって

おります。 

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、利息法によって

おります。 

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、利息法によって

おります。 
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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。 

 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 
  
１株当たり純資産額 953.60 円 

１株当たり中間純利益 85.40 円 
  

  
１株当たり純資産額 992.44 円

１株当たり中間純利益 111.96 円
  

  
１株当たり純資産額 890.18 円

１株当たり当期純利益 27.93 円
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権付

社債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権付

社債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 
(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日)

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

中間（当期）純利益（千円） 435,555 570,970 142,454 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 435,555 570,970 142,454 

期中平均株式数（千株） 5,100 5,100 5,100 

 

 

（重要な後発事象） 

 前中間会計期間 （自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間 （自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 前事業年度     （自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（その他） 

該当事項はありません。 

 

 

 


