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１．18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 (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９月中間期 36,512 0.6 1,541 △36.3 2,115 △29.6

17年９月中間期 36,312 9.5 2,418 774.5 3,002 265.0

18年３月期 74,628 4,727 5,833

中間（当期）純利益
１株当たり中間

（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年９月中間期 1,118 △27.1 17.31 17.08

17年９月中間期 1,535 583.1 72.11 71.54

18年３月期 2,848 133.30 132.32

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 64,639,172株 17年９月中間期 21,298,831株 18年３月期 21,370,955株

　平成18年４月１日付けで、平成18年３月31日現在の株主に対し１:３の割合で株式分割を実施しております。

なお、１株当たり指標を当中間期と同基準で修正・調整した数値は以下のとおりであります。

１株当たり中間（当期）純利益　　　　　　　　：17年９月中間期　24円04銭　　　　　　18年３月期　44円43銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益　：17年９月中間期　23円85銭　　　　　　18年３月期　44円11銭

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 (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９月中間期 68,360 60,113 87.9 928.64

17年９月中間期 66,787 57,981 86.8 2,714.52

18年３月期 68,554 59,464 86.7 2,762.32

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 64,725,190株 17年９月中間期 21,359,728株 18年３月期 21,527,106株

②期末自己株式数 18年９月中間期 5,451,410株 17年９月中間期 2,032,472株 18年３月期 1,865,094株

　平成18年４月１日付けで、平成18年３月31日現在の株主に対し１:３の割合で株式分割を実施しております。

なお、１株当たり指標を当中間期と同基準で修正・調整した数値は以下のとおりであります。

１株当たり純資産　　　：17年９月中間期　904円84銭　　　　　18年３月期　920円77銭

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 74,500 5,200 2,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 41円71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 その他 年間

18年３月期 25.00 30.00 － 55.00

19年３月期（実績） 12.00 － －
24.00

19年３月期（予想） － 12.00 －

　平成18年４月１日付けで、平成18年３月31日現在の株主に対し１:３の割合で株式分割を実施しております。

なお、１株当たり指標を当中間期と同基準で修正・調整した数値は以下のとおりであります。

１株当たり配当金　　　：17年９月中間期　8円33銭　　　　　18年３月期　10円00銭

※　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、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこ

れらの予想数値と異なる場合があります。
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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）

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   8,735   7,675   7,861  

２　受取手形   6   5   5  

３　売掛金   7,606   7,912   7,703  

４　有価証券   6,926   7,912   8,625  

５　たな卸資産   2,176   2,353   2,453  

６　繰延税金資産   392   391   346  

７　関係会社短期貸付
金

  754   1,054   894  

８　その他   807   1,128   689  

９　貸倒引当金   △37   △35   △32  

流動資産合計   27,368 41.0  28,399 41.5  28,546 41.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※1,2  6,122   6,168   6,293  

(2）機械及び装置 ※１  159   129   145  

(3）土地   7,260   7,176   7,176  

(4）建設仮勘定   1   71   57  

(5）その他 ※１  975   1,059   1,033  

有形固定資産合計   14,519 21.7  14,605 21.4  14,706 21.5

２　無形固定資産   796 1.2  1,812 2.7  1,317 1.9

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式   6,939   6,944   6,939  

(2）関係会社長期貸
付金

  6,813   5,679   6,224  

(3）繰延税金資産   481   750   714  

(4）長期性預金   －   4,000   －  

(5）保証金   2,327   2,422   2,437  

(6）保険積立金   502   266   266  

(7）その他   7,117   4,237   8,165  

(8）貸倒引当金   △78   △758   △764  

投資その他の資産
合計

  24,103 36.1  23,542 34.4  23,983 35.0

固定資産合計   39,419 59.0  39,961 58.5  40,007 58.4

資産合計   66,787 100.0  68,360 100.0  68,554 100.0
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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）

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　買掛金   2,532   2,116   2,588  

２　未払金   3,209   2,594   2,979  

３　未払法人税等   830   918   1,100  

４　賞与引当金   796   782   683  

５　その他 ※４  425   683   667  

流動負債合計   7,794 11.7  7,095 10.4  8,018 11.7

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   788   899   820  

２　役員退職慰労引当
金

  162   189   188  

３　その他   60   61   60  

固定負債合計   1,012 1.5  1,151 1.7  1,070 1.6

負債合計   8,806 13.2  8,247 12.1  9,089 13.3

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   10,795 16.2  － －  10,795 15.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  11,706   －   11,706   

２　その他資本剰余金           

　自己株式処分差
益

 46   －   140   

資本剰余金合計   11,752 17.6  － －  11,846 17.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  267   －   267   

２　任意積立金  39,400   －   39,400   

３　中間（当期）未処
分利益

 2,934   －   3,713   

利益剰余金合計   42,601 63.8  － －  43,380 63.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  43 0.0  － －  66 0.1

Ⅴ　自己株式   △7,211 △10.8  － －  △6,624 △9.6

資本合計   57,981 86.8  － －  59,464 86.7

負債・資本合計   66,787 100.0  － －  68,554 100.0
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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）

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   － －  10,795 15.8  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   11,706   －   

(2）その他資本剰余
金

 －   149   －   

資本剰余金合計   － －  11,855 17.3  － －

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   267   －   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   40,900   －   

繰越利益剰余金  －   2,686   －   

利益剰余金合計   － －  43,853 64.1  － －

４　自己株式   － －  △6,455 △9.4  － －

株主資本合計   － －  60,049 87.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　　その他有価証券評
価差額金

  － －  56 0.1  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  56 0.1  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  6 0.0  － －

純資産合計   － －  60,113 87.9  － －

負債純資産合計   － －  68,360 100.0  － －
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(2) 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）

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   36,312 100.0  36,512 100.0  74,628 100.0

Ⅱ　売上原価   13,264 36.5  13,393 36.7  27,814 37.3

売上総利益   23,047 63.5  23,118 63.3  46,813 62.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  20,629 56.8  21,577 59.1  42,086 56.4

営業利益   2,418 6.7  1,541 4.2  4,727 6.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  708 1.9  717 2.0  1,458 2.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  124 0.3  143 0.4  352 0.5

経常利益   3,002 8.3  2,115 5.8  5,833 7.8

Ⅵ　特別利益   ― ―  ― ―  24 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,5  444 1.2  229 0.6  1,301 1.7

税引前中間（当
期）純利益

  2,557 7.0  1,885 5.2  4,555 6.1

法人税、住民税及
び事業税

 679   841   1,566   

法人税等調整額  342 1,021 2.8 △75 766 2.1 140 1,707 2.3

中間（当期）純利
益

  1,535 4.2  1,118 3.1  2,848 3.8

前期繰越利益   1,398   ―   1,398  

中間配当額   ―   ―   533  

中間（当期）未処
分利益

  2,934   ―   3,713  
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
10,795 11,706 140 11,846 267 39,400 3,713 43,380 △6,624 59,397

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（百万円） ― ― ― ― ― ― △645 △645 ― △645

中間純利益（百万円） ― ― ― ― ― ― 1,118 1,118 ― 1,118

自己株式の取得（百万円） ― ― ― ― ― ― ― ― △1 △1

自己株式の処分（百万円） ― ― 8 8 ― ― ― ― 171 180

別途積立金の積立（百万円） ― ― ― ― ― 1,500 △1,500 ― ― ―

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）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― 8 8 ― 1,500 △1,026 473 169 651

平成18年９月30日　残高

（百万円）
10,795 11,706 149 11,855 267 40,900 2,686 43,853 △6,455 60,049

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
66 66 ― 59,464

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（百万円） ― ― ― △645

中間純利益（百万円） ― ― ― 1,118

自己株式の取得（百万円） ― ― ― △1

自己株式の処分（百万円） ― ― ― 180

別途積立金の積立（百万円） ― ― ― ―

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）

△9 △9 6 △3

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△9 △9 6 648

平成18年９月30日　残高

（百万円）
56 56 6 60,113
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

……総平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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、売却原価は総

平均法により算定）

 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

総平均法により算定）

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、売却原価は総平均

法により算定）

時価のないもの

……総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）デリバティブ取引

………時価法

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

商品

………月別総平均法による原価

法

同左 同左

貯蔵品

………最終仕入原価法

 

 

 

 

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

取得した建物（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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　…３～50年

機械及び装置　　…２～22年

 

 

 

 

(2）無形固定資産

………定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用）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

(3）長期前払費用

………定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため一般

債権については、貸倒実績率によ

る計算額を、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

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）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。

　数理計算上の差異は、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（５年）による定

額法により、翌事業年度から費用

処理することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異は、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（５年）による定

額法により、翌事業年度から費用

処理することとしております。

(4）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、当社内規に基づく当中間

期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 

 

 

（追加情報）

　なお、当社は平成18年６月17日開

催の第26期定時株主総会において、

役員に対する退職慰労金制度の廃止

及び同日までの在任期間に対する退

職慰労金を各取締役及び監査役のそ

れぞれの退任の際に支給することが

決議されたことにより、同日以降の

役員退職慰労引当金計上を行ってお

りません。

(4）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、当社内規に基づく期末要

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。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 １）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお為替予約について振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。

１）ヘッジ会計の方法

同左

１）ヘッジ会計の方法

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建買掛金及

び外貨建予定

取引

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

３）ヘッジ方針

　為替変動による外貨建金銭債権

債務の損失可能性を減殺する目的

で行っております。

３）ヘッジ方針

同左

３）ヘッジ方針

同左

４）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約について個別ヘッジを

採用しているため原則としてヘッ

ジ有効性の評価は行っておりませ

ん。

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

５）その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

　デリバティブ取引の実行にあ

たっては管理基準を作り運用して

おります。日常業務については実

務総括管理は財務部が行い、取引

内容の経過については取締役会へ

報告を行っております。

５）その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左

５）その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左
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項目

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

６　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について

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

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
（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）

　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。

　これにより、特別損失として土地・

建物に係る減損損失を237百万円計上

し、従来の方法によった場合と比較し

て税引前中間純利益が同額減少してお

ります。

　なお、当該土地・建物に係る減損損

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土地・建物勘定

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）

　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。

　これにより、特別損失として土地・

建物に係る減損損失を237百万円計上

いたしました。

　なお、当該土地・建物は当期中に売

却しております。

────── （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）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。 

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は60,106百万円であります。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計審議会第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31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

税引前中間純利益は、それぞれ6百万

円減少しております。 

──────
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追加情報

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── ────── （製造部門の子会社への分割）

　製造部門を集約して経営効率を高め、

営業基盤と競争力を強化するため、平

成17年４月１日付けで化粧品の製造部

門である千葉工場を分割し、当社の

100％子会社である株式会社ファンケ

ル美健に承継しました。 

　表示方法の変更

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）

──────

 

（中間貸借対照表）

　「長期性預金」は、前中間会計期間まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「長期性預金」の金額は3,000

百万円であります。
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

5,980百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,018百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,573百万円

※２　国庫補助金等の受入による圧縮

記帳額は、建物23百万円であり、

中間貸借対照表計上額はこの圧縮

記帳額を控除しております。

※２　国庫補助金等の受入による圧縮

記帳額は、建物23百万円であり、

中間貸借対照表計上額はこの圧縮

記帳額を控除しております。

※２　国庫補助金等の受入による圧縮

記帳額は、建物23百万円であり、

貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。

────── 　３　偶発債務

 　非連結子会社(FANCL 

INTERNATIONAL,INC.)の銀行から

の借入金17百万円(US $150,000)

について保証しております。

　３　偶発債務

　非連結子会社(FANCL 

INTERNATIONAL,INC.)の銀行から

の借入金33百万円(US $280,000)

について保証しております。

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等の

中間期末残高の相殺後の金額は流

動負債の「その他」に含めており

ます。

※４　消費税等の取扱い

同左

──────
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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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 61百万円

受取配当金 70百万円

匿名組合投資

収益
82百万円

保険返戻金 141百万円

受取利息 69百万円

受取配当金 71百万円

匿名組合投資

収益
87百万円

保険返戻金 115百万円

受取利息 118百万円

受取配当金 77百万円

匿名組合投資

収益
161百万円

保険返戻金 323百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

たな卸資産

廃棄損
100百万円

たな卸資産

廃棄損
115百万円

たな卸資産

廃棄損
304百万円

　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 487百万円

無形固定資産 130百万円

有形固定資産 474百万円

無形固定資産 185百万円

有形固定資産 976百万円

無形固定資産 266百万円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

役員退職慰労金 71百万円

減損損失 237百万円

固定資産処分損 74百万円

たな卸資産評価

損
126百万円

役員退職慰労金 71百万円

減損損失 237百万円

固定資産処分損 113百万円

貸倒引当金繰入

額
717百万円

※５　減損損失 ────── ※５　減損損失

 （単位：百万円）

用途 種類 金額 場所

事務所 建物 39
横浜市
栄区

 土地 198  

 （単位：百万円）

用途 種類 金額 場所

事務所 建物 39
横浜市
栄区

 土地 198  

　当社グループは主として事業の

種類別に資産のグルーピングを

行っております。

　なお、遊休資産については施設

単位によってグルーピングを行っ

ております。

　回収可能価額が帳簿価額を下回

る遊休資産について237百万円減

損処理を行いました。

　当該資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、時

価の算定方法は鑑定評価額を用い

ております。

　当社グループは主として事業の

種類別に資産のグルーピングを

行っております。

　なお、遊休資産については施設

単位によってグルーピングを行っ

ております。

　回収可能価額が帳簿価額を下回

る遊休資産について237百万円減

損処理を行いました

　当該資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、時

価の算定方法は鑑定評価額を用い

ております。
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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（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　　（注）１,２ 1,865,094 3,730,984 144,668 5,451,410

合計 1,865,094 3,730,984 144,668 5,451,410

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,730,984株は、平成18年４月１日付けで、普通株式１株につき３株の割合

をもって株式分割をしたことによる増加3,730,188株及び単元未満株式の買取りによる増加796株によるもので

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少144,668株は、新株予約権の行使による減少144,300株及び単元未満株式の

買増し請求による減少368株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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

 

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)

機械及び

装置
590 442 147

その他 777 199 578

合計 1,367 642 725

 

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)

機械及び

装置
590 541 48

その他 822 278 543

合計 1,412 820 592

 

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)

機械及び

装置
590 492 97

その他 804 247 557

合計 1,394 739 655

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年以内 258百万円

１年超 426百万円

合計 685百万円

１年以内 174百万円

１年超 376百万円

合計 551百万円

１年以内 227百万円

１年超 404百万円

合計 632百万円

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 160百万円

減価償却費相当額 138百万円

支払利息相当額 5百万円

支払リース料 161百万円

減価償却費相当額 136百万円

支払利息相当額 7百万円

支払リース料 281百万円

減価償却費相当額 263百万円

支払利息相当額 15百万円

④　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物の取得

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。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 2百万円

合計 2百万円

１年以内 0百万円

１年超 1百万円

合計 2百万円

１年以内 0百万円

１年超 1百万円

合計 2百万円
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」はありませんので該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」はありませんので該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」はありませんので該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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