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上場会社名 株式会社カナデン 上場取引所 東・大

コード番号 8081 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.kanaden.co.jp）
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問合せ先責任者　役職名 執行役員経理財務室長 氏名　藤間　孝雄 ＴＥＬ　(03）3433－1231

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 平成18年12月８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  

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 65,986 24.9 1,350 113.0 1,411 88.4

17年９月中間期 52,827 1.1 634 △25.5 749 △13.8

18年３月期 122,741 7.7 2,392 1.8 2,591 10.0

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 830 108.3 23.97  

17年９月中間期 398 △13.5 11.49  

18年３月期 1,422 9.3 39.81  

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 34,664,897株 17年９月中間期 34,702,233株 18年３月期 34,691,376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 63,235 29,424 46.5  848.98

17年９月中間期 53,791 27,674 51.4  797.69

18年３月期 67,960 29,274 43.1  843.18

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 34,658,333株 17年９月中間期 34,692,860株 18年３月期 34,669,720株

②期末自己株式数 18年９月中間期 248,692株 17年９月中間期 214,165株 18年３月期 237,305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 百万円 百万円

通期 134,000 3,400 1,850

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　53円 38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 7.00 8.00 15.00

19年３月期（実績） 7.50 －  
15.0019年３月期（予想） － 7.50

 

＊　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ます。

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結果となる可能性があります。

なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、６ページをご参照願います。

（記載金額は百万円未満切捨表示）
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５．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）
対前中間期比

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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１　現金及び預金  6,248   7,557     8,740   

２　受取手形
※2・
3

5,206   5,420     5,243   

３　売掛金  21,224   26,830     30,799   

４　有価証券  2,600   2,600     2,600   

５　たな卸資産  4,115   4,609     3,992   

６　未収入金  1,298   1,627     1,608   

７　その他  1,382   1,582     1,428   

貸倒引当金  △42   △61     △68   

流動資産合計   42,034 78.1  50,166 79.3 8,131 19.3  54,345 80.0

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産             

(1）土地  3,284   3,281     3,281   

(2）その他 ※１ 1,727   1,817     1,864   

計  5,012   5,099   87 1.7 5,145   

２　無形固定資産  116   83   △32 △27.3 100   

３　投資その他の
資産

            

(1）投資有価証券  6,125   7,104     7,562   

(2）その他  766   890     1,069   

貸倒引当金  △263   △108     △262   

計  6,628   7,885   1,257 19.0 8,369   

固定資産合計   11,756 21.9  13,068 20.7 1,312 11.2  13,615 20.0

資産合計   53,791 100.0  63,235 100.0 9,443 17.6  67,960 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１　支払手形 ※３ 2,293   1,754     2,145   

２　買掛金  19,844   26,384     31,388   

３　未払法人税等  327   529     945   

４　賞与引当金  736   902     951   

５　その他  1,752   2,655     1,461   

流動負債合計   24,954 46.4  32,227 51.0 7,272 29.1  36,892 54.3

Ⅱ　固定負債             

１　退職給付引当金  55   154     122   

２　役員退職慰労
引当金

 91   75     107   

３　繰延税金負債  630   969     1,178   

４　再評価に係る
繰延税金負債

 385   384     384   

固定負債合計   1,162 2.2  1,583 2.5 421 36.2  1,793 2.6

負債合計   26,117 48.6  33,811 53.5 7,693 29.5  38,685 56.9

（資本の部）             

Ⅰ　資本金   5,576 10.4  － － － －  5,576 8.2

Ⅱ　資本剰余金             

１　資本準備金  5,359   －     5,359   

２　その他資本
剰余金

 3   －     3   

資本剰余金合計   5,362 10.0  － － － －  5,363 7.9

Ⅲ　利益剰余金             

１　利益準備金  588   －     588   

２　任意積立金  13,240   －     13,240   

３　中間（当期）
未処分利益

 1,182   －     1,965   

利益剰余金合計   15,011 27.9  － － － －  15,793 23.2

Ⅳ　土地再評価差額金   562 1.0  － － － －  561 0.8

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  1,261 2.3  － － － －  2,098 3.1

Ⅵ　自己株式   △99 △0.2  － － － －  △117 △0.1

資本合計   27,674 51.4  － － － －  29,274 43.1

負債・資本合計   53,791 100.0  － － － －  67,960 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  － － 5,576 8.8 － － － －

２　資本剰余金    

(1）資本準備金  － 5,359   －

(2）その他資本
剰余金

 － 3   －

資本剰余金合計  － － 5,363 8.5 － － － －

３　利益剰余金    

(1）利益準備金  － 588   －

(2）その他利益
剰余金

      

別途積立金  － 14,140   －

繰越利益
剰余金

 － 1,576   －

利益剰余金合計　  － － 16,304 25.8 － － － －

４　自己株式  － － △127 △0.2 － － － －

株主資本合計  － － 27,117 42.9 － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 1,745 2.7 － － － －

２　土地再評価
差額金

 － － 561 0.9 － － － －

評価・換算差額等合
計

 － － 2,306 3.6 － － － －

純資産合計  － － 29,424 46.5 － － － －

負債純資産合計  － － 63,235 100.0 － － － －
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
(百万円)

増減率
(％)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  52,827 100.0  65,986 100.0 13,159 24.9  122,741 100.0

Ⅱ　売上原価   47,293 89.5  59,829 90.7 12,536 26.5  110,418 90.0

売上総利益   5,534 10.5  6,157 9.3 622 11.3  12,322 10.0

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  4,900 9.3  4,806 7.3 △93 △1.9  9,929 8.1

営業利益   634 1.2  1,350 2.0 716 113.0  2,392 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※２  184 0.3  155 0.2 △29 △15.7  341 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※３  69 0.1  94 0.1 25 36.3  142 0.1

経常利益   749 1.4  1,411 2.1 662 88.4  2,591 2.1

Ⅵ　特別利益 ※４  31 0.1  19 0.1 △11 △36.4  32 0.0

Ⅶ　特別損失
※

５・7
 54 0.1  5 0.0 △49 △90.5  93 0.1

税引前中間
（当期)純利益

  725 1.4  1,426 2.2 700 96.5  2,529 2.0

法人税、住民税
及び事業税

 313   508     1,228   

法人税等調整額  13 327 0.6 87 595 0.9 268 82.1 △121 1,106 0.9

中間（当期）
純利益

  398 0.8  830 1.3 431 108.3  1,422 1.1

前期繰越利益   782   ―     782  

土地再評価
差額金取崩額

  1   ―     2  

中間配当額   ―   ―     242  

中間（当期）
未処分利益

  1,182   ―     1,965  
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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） 5,576 5,359 3 5,363 588 13,240 1,965 15,793 △117 26,614

中間会計期間中の変動額

別途積立金      900 △900 ―  ―

剰余金の配当       △277 △277  △277

利益処分による役員賞与       △42 △42  △42

中間純利益       830 830  830

自己株式の取得         △9 △9

自己株式の処分   0 0     0 0

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）
― ― 0 0 ― 900 △388 511 △9 502

平成18年９月30日 残高(百万円） 5,576 5,359 3 5,363 588 14,140 1,576 16,304 △127 27,117

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日 残高(百万円） 2,098 561 2,659 29,274

中間会計期間中の変動額

別途積立金    ―

剰余金の配当    △277

利益処分による役員賞与    △42

中間純利益    830

自己株式の取得    △9

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△352 ― △352 △352

中間会計期間中の変動額合計

(百万円）
△352 ― △352 149

平成18年９月30日 残高(百万円） 1,745 561 2,306 29,424
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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

算定しております。）

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

算定しております。）

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

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。

建物

15～50年

機械及び装置

15年

工具、器具及び備品

５～20年

(1）有形固定資産

   定率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。

  建物

 　 15～50年

  機械及び装置

  　15年

  工具、器具及び備品

 　 ２～20年 

(1）有形固定資産

   同左

 

 

 　 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。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、実際支給見込

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

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、実際支給見込

額の当事業年度負担額を計上して

おります。
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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）

(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。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（14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。

(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、

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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（14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）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備える

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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備える

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．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

　なお、為替予約の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債権債務に

ついては、当該為替予約の円貨額に

換算しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

　なお、為替予約の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債権債務に

ついては、当該為替予約の円貨額に

換算しております。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務については、振当処

理を行っております。

(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

①　ヘッジ手段

為替予約取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

②　ヘッジ対象

同左

②　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社では、為替予約は通常の営

業取引に係る為替変動リスク回避

の目的で実需の範囲内で利用して

おり、投機目的のためのデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

７．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

　税抜方式であります。

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。これにより税引

前中間純利益は37百万円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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。

―――――――― （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40百万円減少しておりま

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。

―――――――― （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29,424百万円であります。

　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

2,317百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,439百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    2,370百万円

※２　受取手形割引高

1,390百万円

※２　受取手形割引高

     1,400百万円

※２　受取手形割引高

1,400百万円

※３　　　　　─────── ※３　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は金融機関の休

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。当中間期末日満

期手形の金額は、次のとおりであります。

　受取手形      612百万円

　割引手形 124百万円

　支払手形 262百万円

※３　　　　　───────

（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　売上高の主要項目 ※１　売上高の主要項目 ※１　売上高の主要項目

商品売上高 52,725百万円

受入手数料 102百万円

商品売上高  65,916百万円

受入手数料 70百万円

商品売上高  122,489百万円

受入手数料 251百万円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 3百万円

仕入割引 9百万円

受取配当金 57百万円

為替差益  60百万円

受取利息 12百万円

仕入割引 14百万円

受取配当金  69百万円

受取利息 11百万円

仕入割引  18百万円

受取配当金 87百万円

為替差益  120百万円

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

支払利息 6百万円

手形売却損 8百万円

売上割引 34百万円

債権譲渡損 14百万円

支払利息 6百万円

手形売却損 8百万円

売上割引  42百万円

債権譲渡損  18百万円

為替差損 13百万円

支払利息  12百万円

手形売却損   16百万円

売上割引   73百万円

債権譲渡損   28百万円

※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

固定資産売却益 30百万円 貸倒引当金戻入益 19百万円 固定資産売却益  30百万円

※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

事務所解約損 13百万円

減損損失 37百万円

事務所解約損 1百万円

会員権売却損 2百万円

事務所解約損   14百万円

契約解除清算金   18百万円

投資有価証券評価損   16百万円

減損損失 40百万円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 55百万円

無形固定資産 22百万円

計 78百万円

有形固定資産 76百万円

無形固定資産   17百万円

計   94百万円

有形固定資産   116百万円

無形固定資産   41百万円

計    158百万円
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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）

※７　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類

福島県

西白河郡

西郷村 

遊休資産 土地

群馬県

吾妻郡

六合村 

遊休資産 土地

兵庫県

川辺郡

猪名川町

遊休資産 土地

※７　　　　─────── ※７　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類

福島県

西白河郡

西郷村 

遊休資産 土地

群馬県

吾妻郡

六合村 

遊休資産 土地

兵庫県

川辺郡

猪名川町

遊休資産 土地

　当社は継続的に損益の把握を実施している

管理会計上の単位を基礎としてグルーピング

を行い、重要な賃貸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。　　

　上記の遊休資産については、今後の使用見

込みがなく、近年の地価下落傾向の中、時価

が下落しているためそれらの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少価額（37百万

円）を特別損失として計上しております。 

　なお、回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づき

評価しております。

　当社は継続的に損益の把握を実施している

管理会計上の単位を基礎としてグルーピング

を行い、重要な賃貸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。　　

　上記の遊休資産については、今後の使用見

込みがなく、近年の地価下落傾向の中、時価

が下落しているためそれらの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少価額（40百万

円）を特別損失として計上しております。 

　なお、回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、固定資産税評価額に基づき

評価しております。

（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）

 普通株式　（注） 237 12 1 248

 　　　　合計 237 12 1 248

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売却による減少であります。

－ 40 －



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

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、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

車輌

運搬具

工具・器

具・備品
合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
56 883 939

減価償却累計

額相当額
22 548 571

中間期末残高

相当額
33 334 368

車輌

運搬具

工具・器

具・備品
合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
49 611 660

減価償却累計

額相当額
16 303 320

中間期末残高

相当額
32 308 340

車両

運搬具

工具、器

具及び

備品

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額相当

額
65 742 807

減価償却累計

額相当額
30 412 443

期末残高相当

額
35 329 364

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 157百万円

１年超 218百万円

合計 376百万円

１年内 118百万円

１年超 220百万円

合計 339百万円

１年内    123百万円

１年超    193百万円

合計    316百万円

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、支払利息

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、支払利息

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、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 109百万円

減価償却費相当額 104百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 80百万円

減価償却費相当額 76百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料    204百万円

減価償却費相当額    195百万円

支払利息相当額  7百万円

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。

○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　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。

－ 41 －



（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 797.69円      848.98円      843.18円

１株当たり中間（当期）純利益 11.49円      23.97円      39.81円

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額

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。

　（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。

 
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（百万円） 398 830 1,422

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― 42

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― (42)

普通株式に係る中間（当期）

 純利益（百万円）
398 830 1,380

普通株式の期中平均株式数

（千株）
34,702 34,664 34,691

－ 42 －


