
 

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月10日

上場会社名 兵機海運株式会社 上場取引所 大証

コード番号 9362 本社所在都道府県 兵庫県

(URL　http://www.hyoki.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　大　東　洋　治

問合せ先責任者　役職名 財務・管理部長 氏名　兼　光　徳　治 ＴＥＬ　　（　078　）　321－7131(代表）

中間決算取締役会開催日 平成18年11月10日   

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 6,189 8.7 142 △0.1 153 23.1

17年9月中間期 5,696 14.2 142 56.6 125 54.9

18年3月期 11,576 306 269

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 92 27.2 7 56

17年9月中間期 72 61.3 5 94

18年3月期 181 14 82

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 12,226,871株 17年9月中間期 12,228,906株 18年3月期 12,228,109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おります。

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 10,627 2,116 19.9 173 08

17年9月中間期 8,635 1,835 21.2 150 09

18年3月期 10,196 2,162 21.2 176 85

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 12,226,740株 17年9月中間期 12,227,492株 18年3月期 12,226,892株

②期末自己株式数 18年9月中間期     13,260株 17年9月中間期 12,508株 18年3月期     13,108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 12,500 300 180

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　14円　72銭

３．配当状況

・現金配当  1株当り配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

18年３月期 ― ― ― 5.00 ― 5.00

19年３月期（実績） ― ― ― ― ―
5.00

19年３月期（予想） ― ― ― 5.00 ―

※　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、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。
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７．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  1,223   978   1,287   

２　受取手形  140   160   113   

３　売掛金  1,519   1,722   1,570   

４　短期貸付金  465   500   417   

５　繰延税金資産  7   17   23   

６　その他  286   291   233   

貸倒引当金  △15   △15   △15   

流動資産合計   3,627 42.0  3,655 34.4  3,630 35.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び付属設備 ※２ 974   924   949   

(2) 船舶 ※２ 240   98   104   

(3) 土地 ※２ 623   623   623   

(4) 建設仮勘定  203   214   255   

(5) その他  48   49   45   

計  2,089   1,910   1,979   

２　無形固定資産           

(1) 営業権  58   41   49   

(2) その他  31   26   28   

計  89   68   78   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 1,313   1,580   1,720   

(2) 長期貸付金  1,340   3,292   2,729   

(3) 繰延税金資産  84   95   28   

(4) その他  284   309   314   

貸倒引当金  △194   △285   △285   

計  2,828   4,993   4,508   

固定資産合計   5,008 58.0  6,971 65.6  6,566 64.4

資産合計   8,635 100.0  10,627 100.0  10,196 100.0
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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  289   345   317   

２　買掛金  987   1,077   1,012   

３　短期借入金 ※２ 2,290   2,530   2,232   

４　一年以内に返済予定の長期
借入金

※２ 452   581   549   

５　未払法人税等  77   64   182   

６　未払金  37   40   40   

７　その他 ※４ 86   49   99   

流動負債合計   4,221 48.8  4,688 44.1  4,432 43.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 1,911   3,014   2,814   

２　退職給付引当金  313   344   328   

３　未払役員退職慰労金  43   43   43   

４　船舶修繕引当金  5   ―   ―   

５　債務保証損失引当金  305   415   415   

６　その他  ―   5   ―   

固定負債合計   2,578 29.9  3,823 36.0  3,601 35.3

負債合計   6,800 78.7  8,511 80.1  8,034 78.8

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   612 7.1  － －  612 6.0

Ⅱ　資本剰余金           

　　資本準備金  33   －   33   

資本剰余金合計   33 0.4  － －  33 0.3

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  153   －   153   

２　任意積立金  520   －   520   

３　中間（当期）未処分利益  131   －   240   

利益剰余金合計   804 9.3  － －  913 9.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   386 4.5  － －  605 5.9

Ⅴ　自己株式   △1 △0.0  － －  △2 △0.0

資本合計   1,835 21.3  － －  2,162 21.2

負債資本合計   8,635 100.0  － －  10,196 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 612 5.8 － －

２　資本剰余金  

　 資本準備金  － 33 －

資本剰余金合計  － － 33 0.3 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金  － 153 －

(2) その他利益剰余金     

任意積立金  － 600 －

繰越利益剰余金  － 191 －

利益剰余金合計  － － 944 8.9 － －

４　自己株式  － － △2 △0.0 － －

株主資本合計  － － 1,587 14.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  － － 519 4.9 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 8 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 528 5.0 － －

純資産合計  － － 2,116 19.9 － －

負債純資産合計  － － 10,627 100.0 － －
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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   5,696 100.0  6,189 100.0  11,576 100.0

Ⅱ　売上原価   4,813 84.5  5,278 85.3  9,786 84.5

売上総利益   882 15.5  911 14.7  1,789 15.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   739 13.0  768 12.4  1,483 12.8

営業利益   142 2.5  142 2.3  306 2.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  40 0.7  101 1.6  82 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  58 1.0  90 1.4  118 1.0

経常利益   125 2.2  153 2.5  269 2.3

Ⅵ　特別利益 ※３  27 0.5  － －  243 2.1

Ⅶ　特別損失 ※４  25 0.4  － －  232 2.0

税引前中間(当期)純利益   127 2.2  153 2.5  280 2.4

法人税、住民税
及び事業税

 81   62   234   

法人税等調整額  △26 55 1.0 △0 61 1.0 △135 99 0.9

中間(当期)純利益   72 1.3  92 1.5  181 1.6

前期繰越利益   58   －   58  

中間(当期)未処分利益   131   －   240  
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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
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
612 33 33 153 520 240 913 △2 1,556

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立（百万円）（注）　

　　
    80 △80 ―  ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）      △61 △61  △61

中間純利益（百万円）      92 92  92

自己株式の取得（百万円）        △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）　（百万円）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
    80 △48 31 △0 31

平成18年９月30日　残高

（百万円）
612 33 33 153 600 191 944 △2 1,587

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）
605 ― 605 2,162

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立（百万円）（注）    ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）    △61

中間純利益（百万円）    92

自己株式の取得（百万円）    △0

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）
△85 8 △77 △77

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△85 8 △77 △46

平成18年９月30日　残高

（百万円）
519 8 528 2,116

 　　（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。
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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)たな卸資産

貯蔵品

…最終仕入原価法による原価法

(1)たな卸資産

貯蔵品

同左

(1)たな卸資産

貯蔵品

同左

 (2)有価証券

子会社及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

(2)有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

(2)有価証券

子会社及び関連会社株式

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。）

その他有価証券

時価のあるもの

…当中間会計期間より中間期

末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。）

その他有価証券

時価のあるもの

…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

 (3)デリバティブ

時価法

(3)デリバティブ

同左

(3)デリバティブ

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

建物（建物付属設備を除く）及

び船舶の一部

………………………定額法

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

 その他のもの

………………………定率法

  

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  

 建物及び付属設備 ５～50年

船舶 12～14年

  

 (2)無形固定資産

　定額法。なお、自社利用ソフト

ウエアについては、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

　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
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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

（215百万円）については、10年

による均等額を費用処理しており

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（５年）による定額法

により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

務の見込み額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（215百万円）については10年に

よる均等額を費用処理しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存期間以内の一定

の年数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。

 (3) 役員退職慰労引当金

　当中間会計期間より役員退職金

規程を廃止し、既往分は未払役員

退職慰労金に計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

　　　─────

(3) 役員退職慰労引当金

　当期より役員退職金規程を廃止

し、既往分は未払役員退職慰労金

に計上しております。

 (4) 船舶修繕引当金

　船舶安全法の規定に基づく定期

検査等の支出に備えて５年間に必

要とするドック費用を見積り計上

しております。

(4) 船舶修繕引当金

　　　─────

(4) 船舶修繕引当金

　　　─────

 (5) 債務保証損失引当金

　保証債務による損失に備えるた

め、被保証先の財務内容を勘案し

て所要額を見積り計上しておりま

す。

(5) 債務保証損失引当金

同左

(5) 債務保証損失引当金

同左

４　外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日

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。

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　重要なヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によってお

ります。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

　

(1) ヘッジ会計の方法
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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) ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間末にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘッジ対

象は以下のとおりであります。

a.ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入

債務及び外貨建予定取引

b.ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…借入金

(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

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

a.ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入

債務及び外貨建予定取引

b.ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…借入金

 (3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規定及び取引限度額等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

 

(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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は変動相場と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は変動相場を半期ご

とに比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価し

ております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについて

は有効性の評価を省略しておりま

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

 

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

(1) 収益及び費用の計上基準

　収益及び費用の計上基準は輸送

完了基準（揚切基準）により収支

対応するよう計上しております。

(1) 収益及び費用の計上基準

同左

(1) 収益及び費用の計上基準

同左

 (2) 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、税抜き方式によっておりま

す。

(2) 消費税等の会計処理

同左

(2) 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。なお、これによ

る当中間会計期間の損益に与える

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。なお、これによる

税引前当期純利益の影響はありま

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。

　従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、2,108百万円でありま

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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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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,777百万円       1,420百万円       1,385百万円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物 724百万円

船舶 128　〃

土地 611　〃

投資有価証券 889　〃

計 2,353百万円

建物    681百万円

船舶 －　〃

土地 　521　〃

投資有価証券 　1,164　〃

計    2,367百万円

　上記の他に、信用状開設のた

めに定期預金40百万円を担保に

提供しております。

建物    710百万円

船舶 　－　〃

土地 　611　〃

投資有価証券 　1,245　〃

計    2,567百万円

　上記の他に、信用状開設のた

めに定期預金40百万円を担保に

提供しております。

（担保付債務） （担保付債務） （担保付債務）

短期借入金 1,670百万円

１年以内返済予定長

期借入金
207　〃

長期借入金 490　〃

計 2,368百万円

短期借入金    1,390百万円

１年以内返済予定長

期借入金
　298　〃

長期借入金 　1,424　〃

計    3,112百万円

短期借入金    1,462百万円

１年以内返済予定長

期借入金
　321　〃

長期借入金 1,455　〃

計    3,238百万円

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っており

ます。

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っており

ます。

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っており

ます。

㈲福島海運 379百万円

誠進海運㈲ 139　〃

橋本海運㈲ 77　〃

幸盛海運㈱ 79　〃

杉本海運㈲ 78　〃

英幸海運㈲ 74　〃

小計 827百万円

債務保証損失引当額 305百万円

計 522百万円

㈲福島海運    376百万円

誠進海運㈲ 　135　〃

幸盛海運㈲ 　77　〃

英幸海運㈱ 72　〃

橋本海運㈲ 　59　〃

杉本海運㈲ 　59　〃

小計    780百万円

債務保証損失引当額    415百万円

計    365百万円

㈲福島海運    377百万円

誠進海運㈲ 　137　〃

幸盛海運㈱ 78　〃

英幸海運㈱ 　73　〃

橋本海運㈲ 　67　〃

杉本海運㈲ 　59　〃

小計    793百万円

債務保証損失引当額    415百万円

計    378百万円

※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、

流動負債「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

 ─────
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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　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 18百万円

受取配当金 18　〃

受取利息   46百万円

受取配当金 　20　〃

船舶建造遅延損害金 　26　〃

受取利息   54百万円

受取配当金 　22　〃

※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 50百万円 支払利息   67百万円

船舶建造遅延損害費 　21　〃

支払利息   112百万円

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

投資有価証券売却益 27百万円

 　

───── 投資有価証券売却益   138百万円

固定資産売却益 　104　〃

※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 ※４　特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入額 25百万円

 　

 　

───── 貸倒引当金繰入額   116百万円

債務保証損失引当金繰入 　109　〃

　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 54百万円

無形固定資産 11　〃

有形固定資産   35百万円

無形固定資産 　10　〃

有形固定資産    75百万円

無形固定資産 　22　〃

（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　　　　　（注） 13,108 152 ― 13,260

合計 13,108 152 ― 13,260

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加152株は、単元未満株式の買取による増加であります。

－ 35 －



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

　全て工具・器具・備品であります。

(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

　全て工具・器具・備品であります。

(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

　全て工具・器具・備品であります。

取得価額相当額 49百万円

減価償却累計額相当額 29　〃

中間期末残高相当額 20　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額 38　〃

中間期末残高相当額 　10　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額　34　〃

期末残高相当額 　15　〃

   

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

 

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

 

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 10百万円

１年超 10　〃

合計 20百万円

１年内   7百万円

１年超 　3　〃

合計   10百万円

１年内   10百万円

１年超 　5　〃

合計   15百万円

   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

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、減価償却費相当額及び

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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5　〃

支払利息相当額 0　〃

支払リース料  4百万円

減価償却費相当額 　4　〃

支払利息相当額 　0　〃

支払リース料   10百万円

減価償却費相当額 　10　〃

支払利息相当額 　0　〃

   

(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。

（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。

(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
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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。

（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）

該当事項はありません。
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