
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） 

３．配当状況 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定

要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 
平成１８年１１月８日

会 社 名 曽田香料株式会社 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 ４９６５ 本社所在都道府県 東京都 

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

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 光安 哲夫       

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部門長  氏名 中島 直文 ＴＥＬ （03）5645－7340 

決算取締役会開催日 平成18年11月８日 配当支払開始日   平成18年12月11日

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

(1)経営成績 （百万円未満は切捨表示）

  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 9,453 (   0.3) 929 (  14.0) 970 (  15.4)

１７年９月中間期 9,426 (   0.8) 815 ( 12.0) 841 (  11.9)

１８年３月期 18,329  1,641  1,677  

  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 657 (  23.8) 65 76
１７年９月中間期 530 (  9.2) 53 11
１８年３月期 1,030  101 86
（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 9,997,290株 17年9月中間期 9,997,790株 18年3月期 9,997,597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９月中間期 17,080 8,314 48.7 831 66
１７年９月中間期 16,052 7,306 45.5 730 77
１８年３月期 16,345 7,823 47.9 781 42
（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 9,997,290株 17年9月中間期 9,997,790株 18年3月期 9,997,290株 

  ②期末自己株式数 18年9月中間期 2,710株 17年9月中間期 2,210株 18年3月期 2,710株 

２．平成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 18,700   1,730 1,080

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 108円03銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

  中間期末 期末 年間 

18年３月期  5.00  7.00 12.00 
19年３月期（実績）   6.00 － 

12.00 
19年３月期（予想） －  6.00 
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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（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  1,641,016   1,837,476   1,697,128   

２．受取手形 ※５ 133,213   531,293   150,003   

３．売掛金  3,474,087   3,765,743   3,404,147   

４．たな卸資産  4,327,840   4,264,164   4,117,030   

５．その他   308,592   342,843   319,926   

  貸倒引当金  △900   △10,000   △7,000   

流動資産合計   9,883,851 61.6  10,731,521 62.8  9,681,236 59.2 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 1,194,518   1,293,888   1,319,006   

２．機械及び装置 ※２ 1,431,223   1,606,500   1,723,232   

３．土地 ※２ 1,139,372   1,139,372   1,139,372   

４．その他 ※２ 447,392   432,113   501,309   

有形固定資産合計   4,212,506 26.2  4,471,874 26.2  4,682,920 28.7 

(2）無形固定資産   155,560 1.0  100,699 0.6  130,020 0.8 

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  950,466   994,529   1,072,378   

２．繰延税金資産  669,310   619,675   608,642   

３．その他   180,850   162,679   170,296   

投資その他の資産
合計   1,800,627 11.2  1,776,884 10.4  1,851,317 11.3 

固定資産合計   6,168,694 38.4  6,349,459 37.2  6,664,258 40.8 

資産合計   16,052,546 100.0  17,080,981 100.0  16,345,494 100.0 
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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（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．支払手形  ※５ 482,443   533,486   330,440   

２．買掛金  2,126,868   2,316,531   1,646,302   

３．短期借入金  1,200,000   1,900,000   2,300,000   

４．一年以内返済予定
長期借入金 

  1,300,000   －   －   

５．一年以内償還予定
社債 

※２ 500,000   －   －   

６．未払法人税等  330,000   345,000   386,000   

７．賞与引当金  320,000   330,000   338,000   

８．設備関係支払手形  57,377   90,750   196,997   

９．その他 ※４ 461,387   625,484   632,724   

流動負債合計   6,778,075 42.2  6,141,253 35.9  5,830,465 35.7 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   －   700,000   700,000   

２．退職給付引当金  1,841,983   1,829,323   1,852,802   

３．役員退職慰労引当
金  107,952   79,627   122,014   

４．その他  18,448   16,448   16,448   

固定負債合計   1,968,383 12.3  2,625,398 15.4  2,691,264 16.4 

負債合計   8,746,459 54.5  8,766,651 51.3  8,521,730 52.1 
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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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,490,000 9.3  － －  1,490,000 9.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,456,855   －   1,456,855   

資本剰余金合計   1,456,855 9.1  － －  1,456,855 8.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  118,998   －   118,998   

２．任意積立金  3,143,772   －   3,143,772   

３．中間（当期）未処
分利益  901,221   －   1,350,296   

利益剰余金合計   4,163,993 25.9  － －  4,613,068 28.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   196,248 1.2  － －  265,364 1.7 

Ⅴ 自己株式   △1,009 △0.0  － －  △1,523 △0.0 

資本合計   7,306,087 45.5  － －  7,823,764 47.9 

負債資本合計   16,052,546 100.0  － －  16,345,494 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 1．資本金   － －  1,490,000 8.7  － － 

 2．資本剰余金           

 (1)資本準備金  －   1,456,855   －   

資本剰余金合計   － －  1,456,855 8.5  － － 

 3．利益剰余金           

 (1)利益準備金  －   118,998   －   

 (2)その他利益剰余 
 金              

   圧縮記帳積立金  －   1,993   －   

   特別償却準備金  －   25,891   －   

   別途積立金  －   4,000,000   －   

   繰越利益剰余金  －   1,041,932   －   

利益剰余金合計   － －  5,188,815 30.4  － － 

4．自己株式    － －   △1,523 △0.0   － － 

株主資本合計   － －  8,134,146 47.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １．その他有価証券評 
 価差額金   － －  207,633 1.2  － － 

 ２．繰延ヘッジ損益   － －  △27,451 △0.1  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  180,182 1.1  － － 

純資産合計   － －  8,314,329 48.7  － － 

負債純資産合計   － －  17,080,981 100.0  － － 

          

- 32- 



(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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,426,509 100.0  9,453,158 100.0  18,329,038 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,799,116 72.1  6,769,315 71.6  13,023,925 71.1 

売上総利益   2,627,393 27.9  2,683,842 28.4  5,305,112 28.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,811,998 19.3  1,754,242 18.6  3,663,125 20.0 

営業利益   815,395 8.6  929,600 9.8  1,641,987 8.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  47,832 0.5  52,244 0.6  67,960 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  22,105 0.2  11,172 0.1  32,914 0.2 

経常利益   841,122 8.9  970,672 10.3  1,677,033 9.1 

Ⅵ 特別利益 ※３  4,100 0.0  46,379 0.5  － － 

Ⅶ 特別損失 ※４  11,145 0.1  6,266 0.1  21,026 0.1 

税引前中間(当期)
純利益   834,077 8.8  1,010,785 10.7  1,656,006 9.0 

法人税、住民税及
び事業税  296,727   320,091   622,339   

法人税等調整額  6,383 303,110 3.2 33,315 353,407 3.7 3,636 625,976 3.4 

中間(当期)純利益   530,966 5.6  657,377 7.0  1,030,030 5.6 

前期繰越利益   370,255   －   370,255  

中間配当額   －   －   49,988  

中間(当期)未処分
利益   901,221   －   1,350,296  
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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） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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 

  

  

  

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 

  

  

圧縮 

記帳 

 積立金  

特別 

償却 

 準備金  

別途 

 積立金  

  

繰越 

利益 

 剰余金  

平成18年３月31日 残高 

（千円）
1,490,000 1,456,855 1,456,855 118,998 2,657 41,115 3,100,000 1,350,296 4,613,068 △1,523 7,558,399 

中間会計期間中の変動額            

圧縮記帳積立金の取崩(注)         △664    664 －   － 

特別償却準備金の積立(注)           3,476  △3,476 －   － 

特別償却準備金の取崩(注)           △18,700  18,700 －   － 

別途積立金の積立(注)             900,000 △900,000 －   － 

剰余金の配当(注)               △69,981 △69,981   △69,981 

役員賞与(注)               △11,650 △11,650   △11,650 

中間純利益              657,377 657,377   657,377 

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 

（千円）
－ － － － △664 △15,223 900,000 △308,364 575,746 － 575,746 

平成18年９月30日 残高 

（千円）
1,490,000 1,456,855 1,456,855 118,998 1,993 25,891 4,000,000 1,041,932 5,188,815 △1,523 8,134,146 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他
有価証券 
評価差額金  

  
繰延 
ヘッジ 
損益 
  

評価・換算
差額等合計

  
  

平成18年３月31日 残高 

（千円）
265,364 － 265,364 7,823,764 

中間会計期間中の変動額     

圧縮記帳積立金の取崩(注)       － 

特別償却準備金の積立(注)       － 

特別償却準備金の取崩(注)       － 

別途積立金の積立(注)       － 

剰余金の配当(注)       △69,981 

役員賞与(注)       △11,650 

中間純利益       657,377 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△57,730 △27,451 △85,182 △85,182 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△57,730 △27,451 △85,182 490,564 

平成18年９月30日 残高 

（千円）
207,633 △27,451 180,182 8,314,329 
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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．資産の評価基準及び評価方法 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して

おります。) 

(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し

ております。) 

(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 

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して

おります。) 

 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 

①製品・仕掛品・貯蔵品 

総平均法による原価法 

②商品・原材料 

移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

              同左 

(2)たな卸資産 

              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（附属設備を

除く）については定額法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物    ８－５０年 

機械装置  ４－８年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

    同左 

(2)無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）による定額

法 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

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．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勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の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）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。    

    数理計算上の差異については 

   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（10 

   年）による定額法により、それ 

   ぞれ発生の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。 

 数理計算上の差異については

各事業年度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（10年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度

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給に備

えるため、内規に基づく中間期

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 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 
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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) 

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。 

４．リース取引の処理方法 

               同左 

４．リース取引の処理方法 

               同左 

５．ヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジを採用しておりま

す。 

５．ヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段は先物為替予約であ

り、ヘッジ対象は主として外貨建

予定取引であります。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

 主として、当社の「社内規程」

に従い、外貨建の売上及び仕入契

約の為替変動リスクをヘッジして

おります。原則として、外貨建の

売掛金・買掛金及び成約高の範囲

で行うこととしております。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

二．ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要

な条件が一致しているため有効性

の評価を省略しております。 

二．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

二．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．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。 

６．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 

      同左 

６．その他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 

      同左 

- 37- 



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) 

前会計年度 
(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。 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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。 

―――――― （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8,341,780千円であります。 

 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。 

―――――― 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
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 

9,702,390千円 10,197,307千円 9,975,766千円 

※２．担保提供資産  ―――――― ―――――― 

工場財団    

建物 

機械及び装置 

土地 

その他 

計 

349,301千円 

681,319 

354,674 

140,592 

1,525,888千円 

  

上記に対応する債務    

  社債 500,000千円   

 ３．偶発債務    

(1）債権流動化に伴う買戻

義務額 

465,753千円 89,666千円 334,131千円 

※４．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺しており、相殺後の金額 

8,404千円は流動負債の「その 

他」に含めて表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺しており、相殺後の金額 

20,277千円は流動負債の「その 

他」に含めて表示しております。 

―――――― 

※５．中間期末日満期手形 ――――――  中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理 

しております。なお、当中間会計 

期間の末日は金融機関の休日であ 

ったため、次の中間期末日満期手 

形が中間期末残高に含まれており 

ます。 

―――――― 

   受取手形 

 支払手形 

74,472千円

85,234千円
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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 

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) 

※１．営業外収益のうち重

要なもの 

   

受取利息 156千円 1,232千円 417千円 

受取配当金 38,343 44,387 40,336

※２．営業外費用のうち重

要なもの 

   

支払利息 8,116千円 6,958千円 13,876千円 

社債利息 5,813 － 9,641

為替差損 － 228 －

※３．特別利益のうち重要

なもの 

   

貸倒引当金戻入益 4,100千円 －千円 －千円 

投資有価証券売却

益 

－ 46,379 －

※４．特別損失のうち重要

なもの 

   

固定資産処分損 8,495千円 6,266千円 18,376千円 

施設会員権売却損 － － 2,650

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 278,937千円 302,352千円 627,298千円 

無形固定資産 29,992 29,891 60,024

  
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 2 － － 2 

     合計 2 － － 2 
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① リース取引 

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) 

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) 

その他の

有形固定

資産 

226,849 143,377 83,471 

無形固定

資産 
139,967 113,167 26,799 

合計 366,816 256,545 110,271 

 

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) 

その他の

有形固定

資産 

207,577 110,258 97,318 

無形固定

資産 
18,200 7,325 10,874 

合計 225,777 117,583 108,193 

 

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) 

その他の

有形固定

資産 

242,019 164,487 77,532 

無形固定

資産 
139,967 123,105 16,861 

合計 381,986 287,592 94,394 

 （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。 

同左 （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

額等 

未経過リース料期末残高相当

額 

 １年内 47,348千円 

１年超 62,922千円 

合計 110,271千円 

１年内 43,570千円 

１年超 64,623千円 

合計 108,193千円 

１年内 43,130千円 

１年超 51,263千円 

合計 94,394千円 

 （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。 

同左 （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、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 

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 

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 38,734千円 

減価償却費相

当額 
38,734千円 

支払リース料 21,362千円 

減価償却費相

当額 
21,362千円 

支払リース料 66,802千円 

減価償却費相

当額 
66,802千円 

 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 

  （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。 

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 
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② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 

（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

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株当たり純資産額    730円77銭

１株当たり中間純利益

金額 
 53円11銭

１株当たり純資産額   831円66銭

１株当たり中間純利益

金額 
65円76銭

１株当たり純資産額  781円42銭

１株当たり当期純利益

金額 
101円86銭

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、潜在株

式が存在し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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 
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)

中間（当期）純利益（千円） 530,966 657,377 1,030,030 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 11,650 

  （うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (11,650) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
530,966 657,377 1,018,380 

期中平均株式数（千株） 9,997 9,997 9,997 
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