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平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要      平成18年11月9日 
 

上 場 会 社 名        近畿車輛株式会社 上場取引所 東 大 

コ ー ド 番 号        7122 本社所在都道府県 

（ＵＲＬ  http://www.kinkisharyo.co.jp  ） 大阪府 

代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 櫻井紘一 

問合せ先責任者 役職名 経営管理室部長        氏名 山本隆彦  ＴＥＬ (06)6746－5231 

中間決算取締役会開催日 平成18年11月9日 配当支払開始日  ― 

単元株制度採用の有無  有（1単元 1,000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)金額は百万円未満を切り捨て 

 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 13,272 91.9 1,036 ― 1,279 374.3 

17年9月中間期 6,914 △60.5 △163 ― 269 △87.4 

18年3月期 20,723  △320  337  

 

 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 820 △12.5 11.89

17年9月中間期 937 △38.1 13.58

18年3月期 920  12.62

（注）①期中平均株式数        18年9月中間期 68,965,666株 17年9月中間期 68,984,370株 18年3月期 68,979,165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 33,157  19,499 58.8  282.75

17年9月中間期 30,780  18,410 59.8  266.91

18年3月期 35,136  19,114 54.4  276.42

（注）①期末発行済株式数  18年9月中間期 68,961,982株  17年9月中間期 68,978,942株  18年3月期 68,969,627株 

②期末自己株式数    18年9月中間期    121,615株  17年9月中間期    104,655株  18年3月期    113,970株 

 

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 

通 期 30,000  1,350 850  

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）12円33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 ― 5.00 5.00

19年3月期（実績） ― ―

19年3月期（予想） ― 5.00 5.00

（注） 上記の予想数値は、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、実際の数値は、

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。 
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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   809 1,211   1,987

２ 受取手形 ※４  91 60   140

３ 売掛金   7,583 7,953   10,330

４ たな卸資産   6,949 7,261   5,942

５ 前渡金   1,806 1,961   1,947

６ その他   554 540   711

流動資産合計   17,794 57.8 18,989 57.3  21,060 59.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物 ※３  2,258 2,247   2,289

(2) 機械装置   1,992 2,020   2,023

(3) 土地   2,029 2,029   2,029

(4) その他   846 855   717

有形固定資産合計   7,127 7,152   7,060

２ 無形固定資産   292 192   232

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   5,453 6,712   6,674

(2) その他   609 607   606

貸倒引当金   △496 △496   △497

投資その他の資産 
合計 

  5,566 6,823   6,783

固定資産合計   12,985 42.2 14,168 42.7  14,076 40.1

資産合計   30,780 100.0 33,157 100.0  35.136 100.0
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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 支払手形   835 910   1,005

２ 買掛金   2,555 2,943   2,395

３ 短期借入金   3,595 ―   3,200

４ 未払法人税等   54 598   35

５ 前受金   ― 3,165   3,698

６ 賞与引当金   244 261   276

７ その他   1,794 1,916   1,680

流動負債合計   9,078 29.5 9,796 29.5  12,292 35.0

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金   1,297 1,535   1,425

２ 長期預り金 ※３  1,981 1,965   1,973

３ その他   13 360   331

固定負債合計   3,291 10.7 3,862 11.7  3,730 10.6

負債合計   12,370 40.2 13,658 41.2  16,022 45.6

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   5,252 17.1 ― ―  5,252 14.9

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金   2,624 ―   2,624

２ その他資本剰余金   500 ―   500

資本剰余金合計   3,124 10.1 ― ―  3,124 8.9

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金   911 ―   911

２ 任意積立金   5,292 ―   5,292

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  2,943 ―   2,926

利益剰余金合計   9,147 29.7 ― ―  9,130 26.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  913 3.0 ― ―  1,637 4.7

Ⅴ 自己株式   △26 △0.1 ― ―  △31 △0.1

資本合計   18,410 59.8 ― ―  19,114 54.4

負債・資本合計   30,780 100.0 ― ―  35,136 100.0
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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   ― 5,252   ―

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金   ― 2,624   ―

(2) その他資本剰余金   ― 500   ―

資本剰余金合計   ― 3,124   ―

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金   ― 911   ―

(2) その他利益剰余金     

固定資産    
圧縮積立金 

  ― 20   ―

別途積立金   ― 5,269   ―

繰越利益剰余金   ― 3,353   ―

利益剰余金合計   ― 9,555   ―

４ 自己株式   ― △35   ―

株主資本合計   ― ― 17,897 54.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 1,660   ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― △59   ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,601 4.8  ― ―

純資産合計   ― ― 19,499 58.8  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 33,157 100.0  ― ―
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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   6,914 100.0 13,272 100.0  20,723 100.0

Ⅱ 売上原価   6,085 88.0 11,275 85.0  18,983 91.6

売上総利益   829 12.0 1,996 15.0  1,740 8.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   992 14.4 960 7.2  2,061 9.9

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △163 △2.4 1,036 7.8  △320 △1.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取配当金   250 261   276

２ 雑収入 ※２  231 28   453

営業外収益合計   482 7.0 290 2.2  730 3.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   15 3   22

２ 雑支出 ※３  33 44   49

営業外費用合計   49 0.7 47 0.4  72 0.4

経常利益   269 3.9 1,279 9.6  337 1.6

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※４  48 ―   48

２ 投資有価証券売却益   625 ―   625

特別利益合計   673 9.7 ― ―  673 3.3

Ⅶ 特別損失     

１ 特別修繕費   ― ―   107

特別損失合計   ― ― ― ―  107 0.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  943 13.6 1,279 9.6  903 4.4

法人税、住民税 
及び事業税 

  8 0.1 544 4.1  27 0.2

過年度法人税等   ― ― ―   158 0.8

法人税等調整額   △2 △0.1 △85 △0.7  △202 △1.0

中間(当期)純利益   937 13.6 820 6.2  920 4.4

前期繰越利益   2,006 ―   2,006

中間(当期)未処分利益   2,943 ―   2,926
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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 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,252 2,624 500 3,124

中間会計期間中の変動額  

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(百万円) 5,252 2,624 500 3,124

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
固定資産  
圧縮積立金

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18年３月31日残高(百万円) 911 22 5,269 2,926 9,130 △31 17,476

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △344 △344  △344

役員賞与の支払額  △50 △50  △50

 中間純利益  820 820  820

 自己株式の取得   △3 △3

固定資産圧縮積立金の取崩し  △1 1   

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △1 ― 427 425 △3 421

平成18年９月30日残高(百万円) 911 20 5,269 3,353 9,555 △35 17,897

 

評価・換算差額等 
 

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,637 ― 1,637 19,114

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △344

役員賞与の支払額  △50

 中間純利益  820

 自己株式の取得  △3

固定資産圧縮積立金の取崩し  

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

22 △59 △36 △36

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

22 △59 △36 384

平成18年９月30日残高(百万円) 1,660 △59 1,601 19,499
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中間財務諸表作成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 

  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 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) 

    時価のないもの 

     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) 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 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) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

(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) 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

 (2) たな卸資産 

  ① 製品・仕掛品 

   個別法による原価法 

  ② 原材料 

    移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 製品・仕掛品 

   個別法による原価法 

(2) 原材料 

   移動平均法による原価法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法によっている。 

    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

法によっている。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

３ 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 

    定額法によっている。 

    ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってい

る。 

 (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 

貸倒損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実績

率法による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別の債権について回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

なお、当中間会計期間にお

いて、一般債権については貸

倒実績率がゼロのため、貸倒

引当金は計上していない。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実績

率法による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別の債権について回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

なお、当事業年度におい

て、一般債権については貸倒

実績率がゼロのため、貸倒引

当金は計上していない。 

 (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い

る。 

 (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いる。 

    なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分

額を費用処理している。 

    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

り按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

している。 

 (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

に基づき計上している。 

    なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分

額を費用処理している。 

    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

り按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

している。 
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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

っている。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 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 

    繰延ヘッジ処理を採用して

いる。なお、為替予約につい

ては、振当処理の要件を満た

している場合は振当処理を、

金利スワップについては特例

処理の要件を満たしている場

合は特例処理を採用してい

る。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６ 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 

(ヘッジ手段) 

為替予約 

金利スワップ 

(ヘッジ対象) 

外貨建予定取引 

借入金の支払金利 

 (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) 

外貨建金銭債権及び 

外貨建予定取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

為替予約 

金利スワップ 

(ヘッジ対象) 

外貨建予定取引 

借入金の支払金利 

 (3) ヘッジ方針 

    内部規定に基づき、為替変

動リスク及び金利変動リスク

をヘッジする目的で行ってい

る。 

 (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 

    ヘッジ手段の想定元本とヘ

ッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシ

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

定は省略している。 

 (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 税効果会計 

   中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる固定資産圧縮積立金の取崩

しを前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算している。 

――― ――― 

７ 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、

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」に含めて表示している。 

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 

７ 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 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってい

る。 
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会計処理の変更 

 

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）を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は19,558百万円であ

る。 

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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成している。 

(役員賞与引当金) 

当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当期から「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

ている。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 

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) 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて

表示していた「前渡金」は、資産の合計の100分の５を

超えたため、当中間会計期間より区分掲記している。 

なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている

「前渡金」の金額は、1,114百万円である。 

――― 
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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 有形固定資産より直接控除し

た減価償却累計額は、次のと

おりである。 

建物 3,571百万円

機械装置 6,514 

その他 2,925 

計 13,011 
 

※１ 有形固定資産より直接控除し

た減価償却累計額は、次のと

おりである。 

建物 3,705百万円

機械装置 6,630 

その他 3,006 

計 13,342 
 

※１ 有形固定資産より直接控除し

た減価償却累計額は、次のと

おりである。 

建物 3,652百万円

機械装置 6,672 

その他 2,993 

計 13,318 
 

   

 ２ 偶発債務 

   入札保証 

KINKISHARYO 
International, 

L.L.C. 
5,614百万円

銀行借入に対する債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ２ 偶発債務 

   入札保証 

KINKISHARYO 
International,

L.L.C. 
345百万円

銀行借入に対する債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ２ 偶発債務 

   入札保証 

KINKISHARYO 
International, 

L.L.C. 
369百万円

銀行借入に対する債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

   

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 796百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「長期預り金」

に含む) 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 759百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「長期預り金」

に含む) 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 776百万円

   担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70百万円

    (固定負債「長期預り金」

に含む) 

   

――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

処理 

    中間会計期間末日満期手形

は、手形交換日をもって決済

処理している。 

なお、当中間会計期間末日

は、金融機関の休日であった

ため中間会計期間末日満期手

形が、以下の科目に含まれて

いる。 

受取手形 0百万円
 

――― 
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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 減価償却実施額は次のとおり

である。 

有形固定資産 294百万円

無形固定資産 73百万円
 

 １ 減価償却実施額は次のとおり

である。 

有形固定資産 306百万円

無形固定資産 49百万円
 

 １ 減価償却実施額は次のとおり

である。 

有形固定資産 633百万円

無形固定資産 148百万円
 

   

※２ 営業外収益の「雑収入」のう

ち主要な費目と金額は次のと

おりである。 

為替差益 187百万円
 

――― ※２ 営業外収益の「雑収入」のう

ち主要な費目と金額は次のと

おりである。 

為替差益 326百万円
 

   

※３ 営業外費用の「雑支出」のう

ち主要な費目と金額は次のと

おりである。 

固定資産売却損 13百万円

固定資産除却損 7百万円
 

※３ 営業外費用の「雑支出」のう

ち主要な費目と金額は次のと

おりである。 

固定資産売却損 13百万円

固定資産除却損 16百万円

固定資産撤去費 11百万円
 

※３ 営業外費用の「雑支出」のう

ち主要な費目と金額は次のと

おりである。 

固定資産売却損 13百万円

固定資産除却損 11百万円

固定資産撤去費 11百万円
 

   

※４ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりである。 

土地 48百万円
 

――― ※４ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりである。 

土地 48百万円
 

 

(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 113,970 7,645 ― 121,615
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

単元未満株式の買取りによる増加 7,645株 
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(リース取引関係) 

 

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) 

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 

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 

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 
(有形 
固定資産) 

98 81 17 

  (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

法により算定している。 

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
(有形
固定資産)

49 35 14

同左 

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
(有形 
固定資産) 

45 36 9

  (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

り算定している。 

   

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 11百万円 

１年超 5 

計 17 

  (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

より算定している。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 7百万円

１年超 7 

計 14 

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8百万円

１年超 1 

計 9 

  (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

いる。 

   

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(1) 支払リース料 11百万円

(2) 減価償却費相当額 11百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(1) 支払リース料 4百万円

(2) 減価償却費相当額 4百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(1) 支払リース料 19百万円

(2) 減価償却費相当額 19百万円
 

   

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

っている。 

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 

  
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、時価のある子会社株式

及び関連会社株式は所有していない。 


