
  
 

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 高千穂電気株式会社 上場取引所 東

コード番号 2715 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.takachiho.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長・最高経営責任者(CEO) 氏名　櫻 井　  恵

問合せ先責任者　役職名 取締役副社長・最高財務責任者(CFO) 氏名　磯 上 篤 生     TEL　(03) 3454 － 3526

決算取締役会開催日 平成18年11月9日 配当支払開始日　　　　　平成18年12月5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 （百万円未満切捨て）

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 40,178 6.3 947 △19.2 1,143 △10.5

17年9月中間期 37,810 4.5 1,172 4.2 1,277 0.3

18年3月期 74,658 2,095 2,371

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 678 △6.9 36 16

17年9月中間期 729 △2.6 39 56

18年3月期 1,243 62 66

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 18,774,540株 17年9月中間期 18,428,042株 18年3月期 18,568,832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 （百万円未満切捨て）

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 38,892 16,812 43.2 894 87

17年9月中間期 35,117 16,127 45.9 866 97

18年3月期 35,674 16,666 46.7 883 50

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 18,787,775株 17年9月中間期 18,602,175株 18年3月期 18,773,775株

②期末自己株式数 18年9月中間期     25株 17年9月中間期 5,825株 18年3月期     5,825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 81,000 2,200 1,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 69円19銭（予想年間期中平均株式数18,787,775株で計算しております。）

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 10.0 21.0 31.0

19年3月期（実績） 10.0 －
34.0

19年3月期（予想） － 24.0

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。
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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 2,767 305 2,326

２．受取手形 1,591 1,133 1,226

３．売掛金 22,853 29,042 23,585

４．たな卸資産 1,759 2,059 2,131

５．繰延税金資産 247 318 194

６．その他 ※４ 427 498 637

貸倒引当金 △64 △77 △64

流動資産合計 29,581 84.2 33,281 85.6 30,037 84.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(１) 建物 1,024 809 841

(２) 土地 1,465 1,465 1,465

(３) その他 146 120 130

有形固定資産合計 2,636  7.5 2,396  6.1 2,438  6.8

２．無形固定資産 115  0.3 112  0.3 116  0.3

３．投資その他の資産

(１) 投資有価証券 ※２ 816 856 983

(２) 関係会社株式 1,243 1,304 1,321

(３) 保険積立金 445 445 494

(４) 繰延税金資産 49 170 84

(５) その他 265 360 234

貸倒引当金 △37 △35 △36

投資その他の資産
合計

2,783  8.0 3,101  8.0 3,082  8.7

固定資産合計 5,535 15.8 5,610 14.4 5,637 15.8

資産合計 35,117 100.0 38,892 100.0 35,674 100.0
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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 7,602 9,147 8,038

２．買掛金 ※２ 9,815 11,184 9,424

３．短期借入金 100 100 100

４．未払法人税等 687 682 629

５．賞与引当金 371 388 141

６．役員賞与引当金 － 32 －

７．その他  214 289 395

流動負債合計 18,792 53.5 21,824 56.1 18,729 52.5

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 58 50 58

２．役員退職慰労引当金 123 120 136

３．本社移転等損失
引当金

－ 68 68

４．その他 15 15 15

固定負債合計 197 0.6 254 0.7 278 0.8

負債合計 18,989 54.1 22,079 56.8 19,007 53.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金  2,053 5.8 － － 2,118 5.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,928 － 1,993

資本剰余金合計 1,928 5.5 － － 1,993 5.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 91 － 91

２．任意積立金 10,979 － 10,979

３．中間（当期）未処分
利益

918 － 1,246

利益剰余金合計 11,988 34.1 － － 12,316 34.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

160 0.5 － － 241 0.7

Ⅴ　自己株式 △4 △0.0 － － △4 △0.0

資本合計 16,127 45.9 － － 16,666 46.7

負債資本合計 35,117 100.0 － － 35,674 100.0
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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  － － 2,121 5.5  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,997 －  

(2）その他資本剰余
金

 － 0 －  

資本剰余金合計  － － 1,997 5.1  － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 91 －  

(2）その他利益剰余
金

     

任意積立金  － 11,559 －  

繰越利益剰余金  － 871 －  

利益剰余金合計  － － 12,521 32.2  － －

４　自己株式  － － △0 △0.0  － －

株主資本合計  － － 16,641 42.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
　　評価差額金

 － － 170 0.4  － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 0 0.0  － －

評価・換算差額等
合計

 － － 171 0.4  － －

純資産合計  － － 16,812 43.2  － －

負債純資産合計  － － 38,892 100.0  － －
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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 37,810 100.0 40,178 100.0 74,658 100.0

Ⅱ　売上原価 34,383 90.9 36,729 91.4 67,939 91.0

売上総利益 3,426 9.1 3,449 8.6 6,718 9.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,254 6.0 2,502 6.2 4,623 6.2

営業利益 1,172 3.1 947 2.4 2,095 2.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 118 0.3 209 0.5 300 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 13 0.0 13 0.0 24 0.0

経常利益 1,277 3.4 1,143 2.9 2,371 3.2

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 157 0.3 － －

Ⅶ　特別損失 ※４ － － 126 0.3 223 0.3

税引前中間（当
期）純利益

1,277 3.4 1,175 2.9 2,148 2.9

法人税、住民税及
び事業税

664 657 1,058

法人税等調整額 △116 548 1.5 △161 496 1.2 △154 904 1.2

中間（当期）純利
益

729 1.9 678 1.7 1,243 1.7

前期繰越利益 195 － 195

自己株式処分差損 6 － 6

中間配当額 － － 186

中間（当期）未処
分利益

918 － 1,246
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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）
2,118 1,993 － 1,993 91 10,979 1,246 12,316 △4 16,424

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 3 3  3    －  6

別途積立金の積立（百万円）    －  580 △580 －  －

利益処分による剰余金の配当

（百万円）
   －   △394 △394  △394

利益処分による役員賞与の支

給（百万円）
   －   △80 △80  △80

中間純利益（百万円）    －   678 678  678

自己株式の処分（百万円）   0 0    － 4 4

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）
3 3 0 4 － 580 △375 204 4 216

平成18年9月30日　残高

（百万円）
2,121 1,997 0 1,997 91 11,559 871 12,521 △0 16,641

 

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

（百万円）
241 － 241 16,666

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）   － 6

別途積立金の積立（百万円）   － －

利益処分による剰余金の配当

（百万円)
  － △394

利益処分による役員賞与の支

給（百万円）
  － △80

中間純利益（百万円）   － 678

自己株式の処分（百万円）   － 4

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）

△71 0 △70 △70

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△71 0 △70 146

平成18年9月30日　残高

（百万円）
170 0 171 16,812
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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

（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

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）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

　　　売却原価は主として移動平均

　　　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）デリバティブ

　時価法（振当処理をした為替予

約を除く）

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）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（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。

(1）有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を、その

他の無形固定資産については定額

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

　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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。

(3)　　　　────── (3) 役員賞与引当金

 役員賞与の支出に備え、当事業

年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(3)　　　　──────
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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）

(4）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。

　なお、会計基準変更時差異

（177百万円）については、15年

による按分額を費用より控除して

おります。

　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（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

用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

 

(4）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。

 

 

　なお、会計基準変更時差異

（177百万円）については、15年

による按分額を費用より控除して

おります。

　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（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

用処理しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

また、当社は執行役員退職慰労金

についても当社内規に基づく中間

期末要支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

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。また、

当社は執行役員退職慰労金につい

ても当社内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(6)       ────── (6) 本社移転等損失引当金 

　当社の本社移転等に伴い発生す

る損失に備えるため、その合理的

な見積り額を計上しております。

(6) 本社移転等損失引当金

同左

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

　為替予約取引について振当処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、為替予約取引について

は、振当処理の要件を満たす場合

は、振当処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　為替予約取引について振当処理

を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

債務等

(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

　外貨建金銭債権債務等の為替変

動リスクを回避する目的で行なっ

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

　為替予約取引については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象取引に関する

重要な条件が同一であり、為替相

場変動を完全に相殺できると認め

られるため、ヘッジの有効性の判

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（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

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

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。

これにより税引前当期純利益は、154百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

　　　　　　　────── （役員賞与に関する会計基準）

　従来、株主総会の利益処分決議により、未処

分利益の減少として会計処理しておりましたが、

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、発生した期間の費用として処理

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32百万円減少しておりま

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16,812百万円

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。

　　　　　　　──────
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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は、

　1,638百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

  1,654百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

  1,605百万円であります。

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

投資有価証券       212百万円 投資有価証券 188百万円 投資有価証券       249百万円

　上記物件について、仕入債務

641百万円の担保に供しております。

　上記物件について、仕入債務

581百万円の担保に供しております。

　上記物件について、仕入債務

576百万円の担保に供しております。

　３．受取手形裏書譲渡高

        862百万円

　３．受取手形裏書譲渡高

           746百万円

　３．受取手形裏書譲渡高

          632百万円

※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

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　　　──────　　　

　５．　　　　　──────

 

 

　５．中間期末日満期手形 

　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。

　中間期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

受取手形　　　　　　　　  75百万円

支払手形　　　　　　　 1,807百万円

　５．　　　　──────

 

 

　６．保証債務等

(1)次の子会社の金融機関からの借入金に

　つき下記のとおり債務保証をしておりま

  す。

台湾高千穂股份有限公司

（96,500千台湾ドル） 330百万円

合計  330百万円

 

 

 

(2)次の関係会社の仕入債務等につき下記

 のとおり保証類似行為をしております。

TAKACHIHO SINGAPORE(PTE.)LTD.

（7千シンガポールドル） 0百万円

高千穂香港有限公司  

（24千米ドル） 2百万円

 9百万円

高千穂（上海）国際貿易有限公司

（11千米ドル）  1百万円

TAKACHIHO ELECTRIC(THAILAND)CO.,LTD.

（1,901千タイバーツ） 5百万円

合計  19百万円

　６．保証債務等

(1)次の子会社の金融機関からの借入金に

  つき下記のとおり債務保証をしておりま

  す。

台湾高千穂股份有限公司

（55,000千台湾ドル）    196百万円

合計    196百万円

 

 

 

(2)次の関係会社の仕入債務等につき下記

 のとおり保証類似行為をしております。

TAKACHIHO SINGAPORE(PTE.)LTD.

（4千米ドル）  0百万円

高千穂香港有限公司  

（33千米ドル）  3百万円

0百万円

高千穂（上海）国際貿易有限公司

（73千米ドル）   8百万円

高千穂（天津）国際貿易有限公司

（35千米ドル）  4百万円

合計  17百万円

　６．保証債務等

(1)次の子会社の金融機関からの借入金に

  つき下記のとおり債務保証をしておりま

  す。

台湾高千穂股份有限公司

（70,000千台湾ドル）    253百万円

高千穂（天津）国際貿易有限公司

 (1,000千人民元) 14百万円

合計    268百万円

 

 

(2)次の関係会社の仕入債務等につき下記 

 のとおり保証類似行為をしております。

TAKACHIHO SINGAPORE(PTE.)LTD.

（15千シンガポールドル）  1百万円

高千穂香港有限公司  

（127千米ドル）   14百万円

7百万円

高千穂（上海）国際貿易有限公司

（87千米ドル）   10百万円

TAKACHIHO ELECTRIC(THAILAND)CO.,LTD.

 (472千タイバーツ)  1百万円

合計  34百万円

－ 10 －



（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 8百万円

受取配当金   3百万円

関係会社受取業務指

導料

  55百万円

為替差益   9百万円

受取利息 12百万円

受取配当金   20百万円

関係会社受取業務指

導料

    81百万円

為替差益 50百万円

受取利息 17百万円

受取配当金   11百万円

関係会社受取業務指

導料

   131百万円

為替差益 54百万円

※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 1百万円

賃貸費用  5百万円

支払利息 2百万円

賃貸費用   4百万円

支払利息    3百万円

賃貸費用   10百万円

※３．　　　　　────── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　　　　──────

投資有価証券売却益 157百万円

※４．　　　　　────── ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

子会社清算関連損失 126百万円 本社移転等関連損失    223百万円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 62百万円

無形固定資産 13百万円

有形固定資産   54百万円

無形固定資産   16百万円

有形固定資産       127百万円

無形固定資産     28百万円

（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）

　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

（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）

自己株式

普通株式　（注） 5 － 5 0

合計 5 － 5 0

 （注）自己株式の減少5千株は、ストックオプションの権利行使割当によるものであります。

－ 11 －



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）

　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

　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

　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)

有形固定
資産・そ
の他

127 109 17

無形固定
資産

453 325 128

合計 581 435 146

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)

有形固定
資産・そ
の他

33 30 3

無形固定
資産

387 341 46

合計 420 371 49

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)

有形固定
資産・そ
の他

57 50 6

無形固定
資産

453 370 83

合計 511 421 89

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        98百万円

１年超         50百万円

合計        149百万円

１年内          49百万円

１年超           1百万円

合計           50百万円

１年内           80百万円

１年超         11百万円

合計          92百万円

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      62百万円

減価償却費相当額       60百万円

支払利息相当額   1百万円

支払リース料        41百万円

減価償却費相当額         40百万円

支払利息相当額    0百万円

支払リース料          120百万円

減価償却費相当額          116百万円

支払利息相当額    2百万円

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

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

当額と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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

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のいずれにおいても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。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額      866.97円

１株当たり中間純利益       39.56円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
      39.16円

１株当たり純資産額 894.87円

１株当たり中間純利益  36.16円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
   36.11円

１株当たり純資産額      883.50円

１株当たり当期純利益       62.66円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
      62.20円

（注）１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後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
（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株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(百万円) 729 678 1,243

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 80

（うち利益処分による取締役賞与金）  (－) (－) (80)

普通株式に係る中間(当期)純利益

(百万円)
729 678 1,163

期中平均株式数(千株) 18,428 18,774 18,568

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益

中間(当期)純利益調整額(百万円) － － －

普通株式増加数(千株) 189 29 137

(うち新株予約権） (189) (29) (137)

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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