
  
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

上場会社名 東セロ株式会社 上場取引所 東

コード番号 3971 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.tohcello.co.jp）

代    表    者　役職名 代表取締役社長 氏名　木下　陽三

問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　梶　　正佳 　　　　ＴＥＬ （03）3272－3461

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６日

単元株制度の採用の有無 有（１単元　500株）   

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います。

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 30,203 12.6 2,669 65.1 2,586 77.7
17年９月中間期 26,817 △0.1 1,616 32.2 1,455 76.0

18年３月期 55,784 3,234 3,000

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 861 15.9 24.68
17年９月中間期 743 51.6 21.30

18年３月期 1,393 38.86
（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 34,890,550株 17年9月中間期 34,891,996株 18年3月期 34,891,552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であります。

(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います。

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 45,953 18,259 39.7 523.36
17年９月中間期 41,277 16,991 41.2 486.98

18年３月期 42,620 17,734 41.6 507.20
（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 34,889,917株 17年9月中間期 34,891,467株 18年3月期 34,890,717株

②期末自己株式数 18年9月中間期 10,083株 17年9月中間期 8,533株 18年3月期 9,283株

③17年9月中間期及び18年3月期の「純資産」、「自己資本比率」、「１株当たり純資産」の数値につきましては、従来の「株主資本」、

「株主資本比率」、「１株当たり株主資本」を記載しております。

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 61,800 4,200 1,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）51円59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

18年3月期 4.00 5.00 9.00
19年3月期(実績) 5.00 －

10.00
19年3月期(予想) － 5.00

※　業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。



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
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

前事業年度
比

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
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１ 現金及び預金  669  1,078  839  238

２ 受取手形 ※6 2,858  2,774  2,653  121

３ 売掛金  10,311  15,074  11,410  3,663

４ 棚卸資産  7,128  7,660  7,307  353

５ その他 ※3 1,584  1,545  1,597  △51

貸倒引当金  △108  △128  △132  4

流動資産合計  22,443 54.4 28,004 60.9 23,675 55.5 4,329

Ⅱ　固定資産         

１ 有形固定資産 ※1,2        

(１) 建物  4,976  4,887  4,911  △24

(２) 機械装置  7,475  5,728  7,076  △1,347

(３) その他  2,432  2,762  2,546  215

有形固定資産合計  14,885  13,378  14,534  △1,156

２ 無形固定資産  275  419  333  85

３ 投資その他の資産         

(１) 投資有価証券  2,037  2,225  2,429  △203

(２) その他  1,717  2,007  1,732  275

貸倒引当金  △81  △82  △85  2

投資その他の資産合計  3,673  4,151  4,076  74

固定資産合計  18,833 45.6 17,949 39.1 18,945 44.5 △996

資産合計  41,277 100.0 45,953 100.0 42,620 100.0 3,333
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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
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

前事業年度
比

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
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１ 買掛金  11,242  15,553  11,664  3,889

２ 短期借入金 ※2 456  3,275  375  2,900

３ コマーシャル・
   ペーパー  500  －  1,200  △1,200

４ 未払金 ※3 1,632  1,216  952  264

５ 未払法人税等  603  1,141  729  411

６ その他  2,361  2,239  2,332  △93

流動負債合計  16,795 40.7 23,426 51.0 17,254 40.5 6,171

Ⅱ　固定負債         

１ 社債  2,000  2,000  2,000  －

２ 長期借入金 ※2 3,536  261  3,374  △3,112

３ 退職給付引当金  1,783  1,857  1,817  39

４ 役員退職慰労引当金  107  147  127  19

５ その他  62  1  312  △311

固定負債合計  7,489 18.1 4,267 9.3 7,632 17.9 △3,364

負債合計  24,285 58.8 27,693 60.3 24,886 58.4 2,807

(資本の部)         

Ⅰ　資本金  3,450 8.4 － － 3,450 8.1 －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  2,042  －  2,042   

資本剰余金合計  2,042 4.9 － － 2,042 4.8 －

Ⅲ　利益剰余金         

１ 利益準備金  412  －  412   

２ 任意積立金  9,350  －  9,350   

３ 中間(当期)未処分
 利益  1,079  －  1,590   

利益剰余金合計  10,842 26.3 － － 11,353 26.6 －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金  659 1.6 － － 891 2.1 －

Ⅴ　自己株式  △3 △0.0 － － △4 △0.0 －

資本合計  16,991 41.2 － － 17,734 41.6 －

負債資本合計  41,277 100.0 － － 42,620 100.0 －
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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
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

前事業年度
比

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
(％)

増減
(百万円)

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

　１　資本金  － － 3,450 7.5 － － －

　２　資本剰余金         

資本準備金  －  2,042  －   

 　資本剰余金合計  － － 2,042 4.4 － － －

  ３　利益剰余金         

  　(1)利益準備金  －  412  －   

 　 (2)任意積立金  －  10,276  －   

 　 (3)繰越利益剰余金  －  1,313  －   

 　利益剰余金合計  － － 12,002 26.1 － － －

  ４　自己株式  － － △5 △0.0 － － －

 　　株主資本合計  － － 17,489 38.0 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

  　その他有価証券評価差額金  －  770  －  －

 評価・換算差額等合計  － － 770 1.7 － － －

純資産合計  － － 18,259 39.7 － － －

負債純資産合計  － － 45,953 100.0 － － －
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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)

前中間会計
期間比

前事業年度
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
(％)

増減
(百万円)

金額
(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高  26,817 100.0 30,203 100.0 3,385 55,784 100.0

Ⅱ 売上原価  21,635 80.7 23,845 79.0 2,209 45,229 81.1

売上総利益  5,181 19.3 6,357 21.0 1,176 10,554 18.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,565 13.3 3,688 12.2 123 7,320 13.1

営業利益  1,616 6.0 2,669 8.8 1,052 3,234 5.8

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  3  2   7  

２ 受取配当金  34  42   73  

３ 雑収益  129  152   242  

営業外収益計  167 0.6 197 0.7 30 323 0.6

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息 　 71  69   137  

２ 雑損失  257  211   419  

営業外費用計  328 1.2 281 0.9 △47 556 1.0

経常利益  1,455 5.4 2,586 8.6 1,130 3,000 5.4

Ⅵ 特別利益         

１ 投資有価証券売却益 ※1 59  ―   59  

２ 過年度賃借料受入益  ―  32   ―  

特別利益計  59 0.2 32 0.1 △26 59 0.1

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※2 294  16   294  

２ 減損損失 ※3 ―  ―   270  

３ 機械装置の臨時償却  ―  1,180   ―  

特別損失計  294 1.1 1,196 4.0 901 565 1.0

税引前中間(当期)
純利益  1,219 4.5 1,422 4.7 202 2,494 4.5

法人税、住民税
及び事業税  583 2.1 1,109 3.6 526 1,127 2.0

法人税等調整額  △106 △0.4 △547 △1.8 △441 △25 △0.0

中間(当期)純利益  743 2.8 861 2.9 117 1,393 2.5

前期繰越利益  336  ―  ― 336  

中間配当額  ―  ―  ― 139  

中間(当期)未処分利益  1,079  ―  ― 1,590  
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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

利益

 準備金

その他利益剰余金 利益

 剰余金

 合計
配当引当

 積立金

圧縮

 積立金

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) 3,450 2,042 412 220 920 8,210 1,590 11,353 △4 16,842

中間会計期間中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)      △74  74 －  －

別途積立金の積立(注)       1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当(注)        △174 △174  △174

役員賞与(注)        △38 △38  △38

中間純利益        861 861  861

自己株式の取得          △1 △1

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) － － － － △74 1,000 △276 648 △1 647

平成18年9月30日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 846 9,210 1,313 12,002 △5 17,489

評価・換算

 差額等

純資産

 合計その他有
価証券評
価差額金

平成18年3月31日残高 (百万円) 891 17,734

中間会計期間中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)   －

別途積立金の積立(注)   －

剰余金の配当(注)   △174

役員賞与(注)   △38

中間純利益   861

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△121 △121

中間会計期間中の変動額

合計
(百万円) △121 525

平成18年9月30日残高 (百万円) 770 18,259

 (注)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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) 棚卸資産

移動平均法による原価法

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産

同左

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　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)

②　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)

②　その他有価証券

時価のあるもの

決算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

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　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　３年～47年

機械装置　　　４年～15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

　定額法によっております。

なお、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

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

に債権の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。

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
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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)

(2) 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。

　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

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理をしております。

　数理計算上の差異は、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。

 　(2) 退職給付引当金

同左

(2) 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。

　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

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理をしております。

　数理計算上の差異は、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。

(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、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(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、内規に基づく当事業年度

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。

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

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処

理を採用しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ 長期借入金

同左 同左

(3) ヘッジ方針

　金利スワップについては、長期

借入金の支払利息を固定化するた

めに行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

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)

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについてはヘッジ

手段とヘッジ対象の重要な条件が

同一であり、かつ、ヘッジ開始時

及びその後も継続してキャッ

シュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるた

め、ヘッジ有効性の判定は省略し

ております。

(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

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

同左

６　その他財務諸表作成のための重要

な事項

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
(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)

（退職給付に係る会計基準）

　当中間会計期間より「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正」(企業会計

基準第３号　平成17年３月16日)及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正に関する適用指針」(企業会計基準

適用指針第７号　平成17年３月16日)を

適用しております。

　この変更による営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益に与える影響は

軽微であります。

―――――

 

 

 

 

 

 

　

 

 

（退職給付に係る会計基準） 

　当事業年度より「『退職給付に係る

会計基準』の一部改正」(企業会計基準

第３号　平成17年３月16日)及び「『退

職給付に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」(企業会計基準適用指

針第７号　平成17年３月16日)を適用し

ております。

　この変更による営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

――――― 

 

 

 

(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。

従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は18,259百万円であります。なお、

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間末における中間貸借対照

表の「純資産の部」については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

――――― 
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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）

　　　　　 ――――― （機械装置の残存価額の変更）

　当中間会計期間より機械装置の残存

価額を実質的残存価額(備忘価額１円)

へ変更しました。これは、機械装置の

耐用年数経過後の処分可能価額は概ね

零であり、また実際に処分する場合に

は費用を要する現状を踏まえたもので

あります。

　これに伴い減価償却費を38百万円追

加計上するとともに、過年度分につい

ては、特別損失(機械装置の臨時償却)

に1,180百万円計上致しました。

　この結果、営業利益及び経常利益は

31百万円、税引前中間純利益は1,211百

万円それぞれ減少しております。 

 　　　　　―――――
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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
(平成18年３月31日)

※１　減価償却累計額

34,243百万円

※１　減価償却累計額

36,630百万円

※１　減価償却累計額

34,739百万円

※２　担保に供されている資産

　長期借入金992百万円(うち１
年以内返済予定456百万円)の担
保として、下記組成工場財団に
財団抵当権を設定しております。

※２      　 ―――――

 
　　

※２      　　―――――

 　　 
 

資産の種類
中間期末簿価
(百万円)

建物 1,633

機械装置 2,836

その他 261

合計 4,731

※３　未収消費税等は流動資産の　

「その他」に含めて表示して　

おります。

※３　未払消費税等は流動負債の　

「未払金」に含めて表示して　

おります。

※３　未払消費税等は、流動負債の

「未払金」に含めて表示して　

おります。

　４　偶発債務

(保証債務)

徳島トーセロフィルム㈱

(長期借入金)

2,712百万円

四国トーセロ㈱

(長期借入金)

69百万円

従業員(住宅資金等)

39百万円

トーセロスリッター㈱
(リース取引)

　４　偶発債務

(保証債務)

四国トーセロ㈱

(長期借入金)

2,327百万円

従業員(住宅資金等)

28百万円

トーセロスリッター㈱

(リース取引)
 

 8百万円

計 2,364百万円

　４　偶発債務

(保証債務)

徳島トーセロフィルム㈱

(長期借入金)

2,490百万円

四国トーセロ㈱

(長期借入金)

64百万円

従業員(住宅資金等)

33百万円

トーセロスリッター㈱
(リース取引)

 12百万円

 計 2,833百万円

 10百万円

計 2,598百万円

(保証予約)
トーセロ・ロジスティクス㈱

(長期借入金)

105百万円

(当社の負担割合に基づく保
証予約)

(63百万円)

(保証予約)
 トーセロ・ロジスティクス㈱

  (長期借入金)

  95百万円

(当社の負担割合に基づく　
保証予約)

 (57百万円)

(保証予約)
トーセロ・ロジスティクス㈱

(長期借入金)

100百万円

(当社の負担割合に基づく保
証予約)

(60百万円)

　５　　　　―――――

 

※６        ―――――

　５　輸出為替手形割引高

4百万円
 
※６　中間会計期間末日満期手形の会

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会計期間末

日残高に含まれております。

 　　　  受取手形　　　　　87百万円

　５　輸出為替手形割引高

9百万円

※６        ―――――
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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　投資有価証券売却益 ※１　　　 　――――― ※１      　 ―――――

 59百万円

※２　固定資産除却損 ※２　固定資産除却損 ※２　固定資産除却損

機械装置 269百万円

その他 13百万円

除却関連費用 11百万円

計 294百万円

機械装置 16百万円

計 16百万円

構築物 13百万円

機械装置 269百万円

工具器具備品 0百万円

除去関連費用 11百万円

計 294百万円

※３　　　　―――――

 

※３　　　　―――――

 

※３　減損損失

　当社は減損会計の適用にあたっ

ては、原則として工場ごとにグ

ルーピングを実施しております。

ただし、一部の工場については、

包装用フィルム事業と産業用機能

性フィルム事業にさらに細分化し

てグルーピングを実施し、減損の

兆候を判定しております。又、貸

与資産及び遊休資産については

個々の資産ごとに、減損の兆候を

判定しております。

　当事業年度は、茨城工場のコ

ジェネレーション設備について遊

休資産として減損認識を行い、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

270百万円を減損損失として特別損

失に計上しております。

　なお回収可能価額は、正味売却

額により測定しております。

  (減損損失の内訳)

  
用途 所在地

種類及び
減損損失額
(百万円)

遊休資産
茨城県
古河市

構築物
 機械装置  

15
 255

４　減価償却実施額

有形固定資産　1,008百万円

無形固定資産　 　18百万円

４　減価償却実施額

有形固定資産　2,196百万円

無形固定資産　　 19百万円

４　減価償却実施額

有形固定資産　2,096百万円

無形固定資産　 　38百万円
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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 9,283 800 ― 10,083

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

（リース取引関係）

 　　　 

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

 [
 

 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）

 

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）

　

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。

（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）

] 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）

 

　　　　該当事項はありません。
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