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平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 
上場会社名 株式会社カワムラサイクル  

     

 コード番号 ７３１１ 

（ＵＲＬ http://www.kawamura-cycle.co.jp） 
代 表 者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 氏名 村山 民生 

問合せ責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 久保 拓司       TEL  (078)  969 － 2800 

決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 10 日 

中間配当支払開始日 平成 －年 －月 －日               中間配当制度の有無   有 

                                     単元株制度採用の有無  無 

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                                   (百万円未満切捨) 

 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 1,950 △13.7 166 △29.9 218 △11.9 
17 年９月中間期 2,259   5.6 237 14.5 248 19.9 
18 年３月期 4,213 2.0 408 4.8 421   18.6 

 
 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 
17 年９月中間期 

174 
142 

22.4 
25.9 

8,230   26 
6,721   45 

18 年３月期 225 5.7 10,162   54 
（注）①期中平均株式数   18 年９月中間期 21,200 株 17 年９月中間期 21,200 株 18 年３月期 21,200 株 

②会計処理の方法の変更    有 

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、対前年中間増減率 

   ④平成 17 年５月 20 日付で株式１株につき２株の分割を行っております。 

     

（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 4,756   2,899 61.0 136,767   12 
17 年９月中間期   5,150  2,715      52.7 128,080   92 
18 年３月期     4,954     2,800 56.5   131,613   81   

（注）①期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 21,200 株   17 年９月中間期  21,200 株 18 年３月期  21,200 株 

②期末自己株式数 （連結）18 年９月中間期    － 株   17 年９月中間期     －  株 18 年３月期   －  株 

③平成 17 年５月 20 日付で株式１株につき２株の分割を行っております。 

 

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 4,010 450 252 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11,886 円 79 銭 

 

３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 第１四半期 中間期末 第３四半期 期末 その他 年間 
18 年３月期 ― ― ― 3,000.00 ― 3,000.00 
19 年３月期（実績） ― ― ― ― ― ― 
19 年３月期（予想） ― ― ― 2,500.00 ― 2,500.00 

（注）18 年３月期期末配当金の内訳は、普通配当 2,500 円、創業 10 周年記念配当 500 円であります。 

 

※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。 

 

 
   平成 18 年 11 月 10 日   上場取引所  東証マザーズ 
本社所在都道府県  兵庫県 
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中間財務諸表等 
(1)中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   887,443 941,654  953,103

２．受取手形   363,361 297,900  262,136

３．売掛金 ※3  484,420 451,601  517,505

４．たな卸資産   473,136 456,315  556,290

５．繰延税金資産   34,416 29,346  28,242

６．デリバティブ資産   29,014 48,207  ―

７．繰延ヘッジ損失   66,206 ―  ―

８．その他   61,470 45,622  104,907

貸倒引当金   △2,179 △540  △558

流動資産合計   2,397,290 46.5 2,270,106 47.7  2,421,627 48.9

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 ※1.2  701,850 668,384  684,200

２．土地 ※2  1,041,569 1,042,169  1,042,169

３．その他 ※1  71,413 55,437  60,016

有形固定資産合計   1,814,832 35.2 1,765,991 37.1  1,786,386 36.0

(2)無形固定資産   9,357 0.2 11,483 0.3  13,269 0.3

(3)投資その他の資産    

１．出資金   312,511 423,809  423,809

２．繰延ヘッジ損失   193,222 ―  ―

３．その他   425,215 286,813  309,306

貸倒引当金   △2,107 △1,683  △237

投資その他の資産

合計 
 928,842 18.1 708,939 14.9  732,877 14.8

固定資産合計   2,753,033 53.5 2,486,414 52.3  2,532,533 51.1

資産合計   5,150,323 100.0 4,756,521 100.0  4,954,161 100.0

    

 

 
 



42 

 

 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   13,283 16,446  18,630

２．買掛金   113,647 44,451  93,241

３．短期借入金 ※2  771,000 762,000  815,000

４．1年以内返済予定の 

長期借入金 
※2  140,772 178,772  140,772

５．賞与引当金   53,189 46,898  51,776

６．役員賞与引当金   ― 6,500  ―

７．デリバティブ負債   66,206 29,609  33,133

８．繰延ヘッジ利益   29,014 ―  ―

９．その他   249,806 130,791  205,972

流動負債合計   1,436,919 27.9 1,215,469 25.5  1,358,526 27.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2  706,619 530,999  636,233

２．退職給付引当金   18,475 20,735  19,773

３．役員退職慰労引当

金 
  55,270 ―  59,773

４．デリバティブ負債   193,222 29,602  79,642

５．長期未払金   ― 60,252  ―

６．その他   24,501 ―  ―

固定負債合計   998,088 19.4 641,588 13.5  795,421 16.1

負債合計   2,435,008 47.3 1,857,058 39.0  2,153,948 43.5

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   974,550 18.9 ― ―  974,550 19.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   1,006,900 ―  1,006,900

資本剰余金合計   1,006,900 19.6 ― ―  1,006,900 20.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金   1,300 ―  1,300

２．中間（当期）    

未処分利益 

 

 
 730,968 ―  813,919

利益剰余金合計   732,268 14.2 ― ―  815,219 16.4

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  1,596 0.0 ― ―  3,543 0.1

資本合計   2,715,315 52.7 ― ―  2,800,212 56.5

負債資本合計   5,150,323 100.0 ― ―  4,954,161 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 974,550 20.5  ― ―

２．資本剰余金   ― ― 1,006,900 21.2  ― ―

３．利益剰余金   ― ― 916,100 19.3  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,897,550 61.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評

価差額金 
  ― 1,912  ―

評価・換算差額等合

計 
  ― ― 1,912 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 2,899,463 61.0  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 4,756,521 100.0  ― ―
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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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,259,639 100.0 1,950,480 100.0  4,213,094 100.0

Ⅱ 売上原価   1,423,771 63.0 1,203,391 61.7  2,628,592 62.4

売上総利益   835,868 37.0 747,089 38.3  1,584,501 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  598,470 26.5 580,800 29.8  1,175,663 27.9

営業利益   237,397 10.5 166,289 8.5  408,838 9.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,947 2,817 4,681 

２．為替評価損  ― 38,280 ― 

３．その他  19,314 21,262 0.9 20,438 61,536 3.2 28,354 33,035 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  7,540 7,593 15,077 

２．その他  2,560 10,100 0.4 1,294 8,887 0.5 4,872 19,949 0.5

経常利益   248,559 11.0 218,938 11.2  421,924 10.0

Ⅵ 特別利益   243 0.0 59 0.0  3,427 0.1

Ⅶ 特別損失   ― ― ― ―  25,932 0.6

税引前中間（当期）

純利益 
 248,803 11.0 218,997 11.2  399,419 9.5

法人税、住民税 

及び事業税 

 

 
111,725 79,199 196,350 

法人税等調整額  △5,416 17,422 △22,377 

法人税等還付金  ― 106,308 4.7 △52,106 44,515 2.1 ― 173,973 4.1

中 間 （ 当 期 ） 

純利益 
 142,494 6.3 174,481 9.1  225,445 5.4

前期繰越利益   588,473 ―  588,473

中 間 （ 当 期 ） 

未処分利益 
 730,968 ―  813,919

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

③ 中間株主資本等変動計算書 

中間会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日）        （単位：千円） 
株主資本 

                     

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 974,550 1,006,900 815,219 2,796,669 

 中間会計期間中の変動額   

  剰余金の配当（注） △63,600 △63,600 

  利益処分による役員賞与（注） △10,000 △10,000 

  中間純利益 174,481 174,481 

 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 ― ― 100,881 100,881 

 平成18年９月30日残高 974,550 1,006,900 916,100 2,897,550 

 
（単位：千円） 

評価･換算差額等 
                     

その他有価証券評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 3,543 2,800,212 

 中間会計期間中の変動額  

  剰余金の配当（注） △63,600 

 利益処分による役員賞与（注） △10,000 

 中間純利益 174,481 

  株主資本以外の項目の 

  中間会計期間中の変動額（純額） 
△1,631 99,250 

 中間会計期間中の変動額合計 △1,631 99,250 

 平成18年９月30日残高 1,912 2,899,463 

（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 

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）有価証券 

 子会社株式 

移動平均法による原価

法を採用しております。

(1）有価証券 

 子会社株式 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

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）を採

用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

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）を採用して

おります。 

 時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

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 

時価法を採用しており

ます。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。ただし、受注生

産の製品・仕掛品は

個別法による原価法

によっております。

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

同左 

(3)たな卸資産 

（ａ）製品、商品、原材料、 

仕掛品 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）貯蔵品 

終仕入原価法を採

用しております。 

（ｂ）貯蔵品 

同左 

（ｂ）貯蔵品 

同左 
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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) 

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（附属設備を除く）

は定額法)を採用しており

ます。 

     なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。 

     建物        ８～47年 

(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 

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）に基づいております。

(2) 無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

     支出時に全額費用とし

て処理しております。 

      (1)新株発行費 

     支出時に全額費用とし

て処理しております。 
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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) 

(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、支給見込額のうち当中

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、支給見込額のうち当

期負担額を計上しておりま

す。 

 

(3) 

     

(3)役員賞与引当金 

   役員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担

額を計上しております。

  (会計方針の変更) 

    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6,500

千円減少しております。

(3) 

     

４．引当金の計上基準   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に備え

るため、中間会計期間における

退職給付債務を計上しており

ます。 

なお、退職給付引当金の対象

従業員が 300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職

給付債務の金額は中間会計期

間末自己都合要支給額として

おります。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に

備えるため、当期末における

退職給付債務を計上してり

ます。 

なお、退職給付引当金の対

象従業員が 300名未満であ

るため、簡便法によってお

り、退職給付債務の金額は事

業年度末自己都合要支給額

としております。 
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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) 

 (5)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、当社内規に基づく

中間会計期間末要支給額を計

上しております。 

 

 

(5)役員退職慰労引当金 

平成18年６月24日開催

の定時株主総会におい

て、コーポレート・ガバ

ナンスの強化の一環とし

て役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

（追加情報） 

従来、当社は役員の退

職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規

程に基づき期末要支給額

を計上しておりました

が、コーポレート・ガバ

ナンスの強化の一環とし

て役員退職慰労金制度を

廃止し、役員退職慰労金

は全額取崩し、「長期未

払金」に振替えておりま

す。 

なお、この変更による

損益に与える影響はあり

ません。 

(5)役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の

支給に備えるため、当社内規に

基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 

５. 重要な外貨建の資産

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 

 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。 

 

６．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 
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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) 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション 

   為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリ

スク回避を目的に行ってお

り、投機的な取引は行って

おりません。 

(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

継続して相場変動またはキ

ャッシュ・フローの変動を

完全に相殺するものと想定

することができるため、ヘ

ッジの有効性の判定は省略

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。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･ 

通貨オプション 

   為替予約 

ヘッジ対象･･･ 

外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリ

スク回避を目的に行ってお

り、投機的な取引は行って

おりません。 

(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

継続して相場変動またはキ

ャッシュ・フローの変動を

完全に相殺するものと想定

することができるため、ヘ

ッジの有効性の判定は省略

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) 

８．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 

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ま

す。なお、仮払消費税及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。また、控除対象外

消費税等については、中間会計

期間の負担すべき期間費用とし

て処理しております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消費

税等については、投資その他の

資産「その他」に計上し、法人

税法に規定する期間（５年間）

にわたり償却しております。 

消費税等の会計処理 

       同左 
消費税等の会計処理 

 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ま

す。また、控除対象外消費税等

については、当期の負担すべき

期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控

除対象外消費税等については投

資その他資産「その他」に計上

し、法人税法に規定する期間(５

年間)にわたり償却しておりま

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の変更 

前中間会計期間末 

  (自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(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。 

       （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 2,899,463 千円であります。 

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 

間財務諸表規則の改正に伴い、改正後 

の中間財務諸表規則により作成してお 

ります。 

       

 
 

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) 

(中間貸借対照表関係) 

「出資金」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産総額

の 100 分の５をを超えたため区分掲記いたしました。 

なお、前中間期末の「出資金」の金額は 187,552 千円であり

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 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

  (自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        268,675 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        318,428 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        294,521千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の 

とおりであります。 

建  物      694,782千円 

土  地        913,594千円 

計    1,608,376千円 

担保付債務は、次のとおりであり 

ます。 

短期借入金      60,872千円 

１年以内返済予定の 122,772千円 

長期借入金 

長期借入金     656,619千円 

計        840,263千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建  物      661,689千円 

土  地        913,594千円 

計    1,575,284千円 

担保付債務は、次のとおりであり

ます。 

短期借入金      84,544千円 

１年以内返済予定の 160,772千円 

長期借入金 

長期借入金     497,999千円 

計        743,315千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建 物      677,319千円 

土 地      913,594千円 

計      1,590,914千円 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金      73,784千円 

１年以内返済予定の 122,772千円 

長期借入金        

   長期借入金     595,233千円 

         計        791,789千円 

※３ ※３ 中間期末満期手形 

    中間期末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。当中間期末手形金額

は、次のとおりであります。 

受取手形   17,338千円 

※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) 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 29,515千円 

    無形固定資産   2,005千円 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 24,060千円 

    無形固定資産 1,905 千円 

   減価償却実施額 

    有形固定資産 58,922千円 

    無形固定資産 3,593千円 
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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） 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前会計年度株式数（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） 

当中間会計期間株式数

（株） 

発行済株式     

普通株式（株） 21,200 ― ― 21,200

  

 

 ２ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額（千円）
配当の原資

１株当たり

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 24 日

定時株主総会 
普通株式 63,600 利益剰余金 3,000 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 26日
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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、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及び期末残高相

当額 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  2,546千円 

中間期末残高相当額     3,819千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円 

減価償却累計額相当額  3,819千円 

中間期末残高相当額     2,546千円 

機械装置及び運搬具 

取得価額相当額     6,366千円

減価償却累計額相当額  3,183千円

期末残高相当額    3,183千円

（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おりま

す。 

（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おりま

す。 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内         1,273千円 

１年超         2,546千円 

合計         3,819千円 

２．未経過リース料中間期末残高相当額

１年内         1,273千円 

１年超         1,273千円 

合計         2,546千円 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内        1,273千円

１年超        1,909千円

合計    3,183千円

（注）なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過リース料中間期

末残高の割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

（注）なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過リース料中間期

末残高の割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

（注）なお、未経過リース料期末残高

相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

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       636千円 

減価償却費相当額     636千円 

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減損

損失 

支払リース料       636千円 

減価償却費相当額     636千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 

支払リース料     1,273千円 

減価償却費相当額   1,273千円 

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。 

 

（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。 

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。

 

（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。 

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。

 

（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。 
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（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） 

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。 

 

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） 

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。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

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。 

 

 

(2)【その他】 
該当事項はありません。 

 


