
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  35円30銭 

３．配当状況 

  

  

※ 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７ページを参照して下さい。 

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 エバラ食品工業株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ  

コード番号 2819 本社所在都道府県 神奈川県 

(URL http://www.ebarafoods.com) 

代表者 役職名 代表取締役社長  氏名 森村 忠司 

問い合わせ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名 藤川 雍中 TEL (045)-314-0121(代表) 

決算取締役会開催日 平成18年11月10日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(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 19,635 △3.5 827 △19.1 856 △18.0

17年９月中間期 20,356 1.0 1,022 △36.9 1,044 △36.5

18年３月期 38,899  1,188  1,248  

 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 481 △18.2 40 49

17年９月中間期 588 △37.6 48 23

18年３月期 355  29 33

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 11,901,099株 17年9月中間期 12,210,862株 18年3月期 12,124,449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 26,693 16,719 62.6 1,406 26

17年９月中間期 27,302 17,233 63.1 1,419 42

18年３月期 25,647 16,756 65.3 1,402 41

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 11,889,700株 17年9月中間期 12,141,500株 18年3月期 11,948,140株

②期末自己株式数 18年9月中間期    508,700株 17年9月中間期 256,900株 18年3月期 450,260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 39,499   973   419   

・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       － 27.0 27.0

19年３月期（実績）       －        －
27.0

19年３月期（予想）       －  27.0
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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（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   4,052,915     1,748,362     5,344,237     

２．受取手形 ※３ 82,872     73,084     62,111     

３．売掛金   7,889,797     9,498,491     6,357,269     

４．有価証券   791,862     2,290,328     291,982     

５．たな卸資産   1,376,429     1,459,397     1,471,426     

６．繰延税金資産   307,519     312,555     257,223     

７．その他   1,592,005     540,714     1,063,557     

貸倒引当金   △27,905     △19,963     △14,444     

流動資産合計     16,065,497 58.8   15,902,670 59.6   14,833,363 57.8 

Ⅱ 固定資産                     

(1）有形固定資産 ※１                   

１．建物   2,394,839     2,265,317     2,342,195     

２．土地   2,763,964     2,763,964     2,763,964     

３．その他   1,973,005     1,756,278     1,831,884     

   計   7,131,809   26.2 6,785,560   25.4 6,938,044   27.1 

(2）無形固定資産   440,823   1.6 371,647   1.4 417,342   1.6 

(3）投資その他の資産                     

１．投資有価証券   1,259,280     1,491,028     1,619,725     

２．繰延税金資産   644,645     722,175     585,888     

３．その他   1,832,461     1,489,500     1,319,320     

貸倒引当金   △72,196     △69,128     △66,638     

   計   3,664,191   13.4 3,633,574   13.6 3,458,296   13.5 

固定資産合計     11,236,824 41.2   10,790,783 40.4   10,813,683 42.2 

資産合計     27,302,322 100.0   26,693,454 100.0   25,647,046 100.0 
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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（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 ※３ 2,904,542     2,821,073     2,504,198     

２．買掛金   1,609,374     1,541,426     1,537,761     

３．短期借入金   326,936     233,336     250,268     

４．未払金   1,682,031     1,653,250     1,687,404     

５．未払法人税等   527,883     553,613     －     

６．賞与引当金   176,720     173,977     180,033     

７．販売促進引当金   416,537     440,438     406,237     

８．その他 ※２ 317,078     261,344     212,116     

流動負債合計     7,961,104 29.2   7,678,460 28.8   6,778,019 26.4 

Ⅱ 固定負債                     

１．退職給付引当金   1,665,897     1,842,593     1,652,322     

２．役員退職慰労引当金   294,701     287,777     310,937     

３．その他   146,746     164,654     149,619     

固定負債合計     2,107,345 7.7   2,295,025 8.6   2,112,878 8.3 

負債合計     10,068,449 36.9   9,973,485 37.4   8,890,898 34.7 

        

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     1,387,136 5.1   － －   1,387,136 5.4 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   1,655,201     －     1,655,201     

２．その他資本剰余金   25     －     116     

資本剰余金合計     1,655,226 6.1   － －   1,655,317 6.4 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   21,905     －     21,905     

２．任意積立金   13,469,500     －     13,469,500     

３．中間（当期）未処分
利益 

  761,268     －     527,984     

利益剰余金合計     14,252,673 52.1   － －   14,019,389 54.7 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

    328,374 1.2   － －   396,700 1.5 

Ⅴ 自己株式     △389,538 △1.4   － －   △702,395 △2.7 

資本合計     17,233,872 63.1   － －   16,756,148 65.3 

負債資本合計     27,302,322 100.0   － －   25,647,046 100.0 
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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（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    － －  1,387,136 5.2   － － 

２．資本剰余金             

(1）資本準備金   －   1,655,201   －    

資本剰余金合計     － －   1,655,201 6.2   － － 

３．利益剰余金             

(1）利益準備金   －   21,905   －    

(2）その他利益剰余金                

海外市場開拓積立
金 

  －   1,320,000   －    

 研究開発積立金   －   1,320,000   －    

 事業拡張積立金   －   1,220,000   －    

 別途積立金   －   9,709,500   －    

繰越利益剰余金   －   587,191   －    

利益剰余金合計    － －  14,178,596 53.1   － － 

４．自己株式    － －  △792,426 △3.0   － － 

株主資本合計    － －  16,428,507 61.5   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券評価
差額金 

   － －  291,461 1.1   － － 

評価・換算差額等合計    － －  291,461 1.1   － － 

Ⅲ 新株予約権    － －  － －   － － 

純資産合計    － －  16,719,968 62.6   － － 

負債純資産合計    － －  26,693,454 100.0   － － 
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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     20,356,923 100.0   19,635,613 100.0   38,899,878 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,823,111 43.3   8,801,837 44.8   17,498,190 45.0 

売上総利益     11,533,811 56.7   10,833,775 55.2   21,401,688 55.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     10,511,088 51.6   10,006,593 51.0   20,213,217 51.9 

営業利益     1,022,722 5.1   827,182 4.2   1,188,470 3.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１   34,282 0.1   34,721 0.2   81,986 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２   12,770 0.1   5,225 0.0   21,665 0.1 

経常利益     1,044,234 5.1   856,678 4.4   1,248,791 3.2 

Ⅵ 特別利益     － －   42,312 0.2   15,224 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３   7,416 0.0   14,890 0.1   564,305 1.4 

税引前中間（当期）
純利益 

    1,036,818 5.1   884,100 4.5   699,710 1.8 

法人税、住民税及び
事業税 

  504,681     522,196     338,120     

法人税等調整額   △56,776 447,905 2.2 △119,981 402,214 2.0 5,960 344,081 0.9 

中間（当期）純利益     588,912 2.9   481,886 2.5   355,628 0.9 

前期繰越利益     172,355     － －   172,355   

中間（当期）未処分
利益 

    761,268     － －   527,984   
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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 

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 

海外市場
開拓積立
金 

研究開発
積立金 

事業拡張
積立金 

別途積立
金  

繰越利益
剰余金  

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
1,387,136 1,655,201 116 1,655,317 21,905 1,320,000 1,320,000 1,220,000 9,609,500 527,984

中間会計期間中の変動額           

新株の発行                     

別途積立金の積立て                 100,000 △100,000 

剰余金の配当                   △322,599 

中間純利益                   481,886 

自己株式の取得                     

自己株式の処分     △116 △116           △79 

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 

（千円） 
    △116 △116         100,000 59,207 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
1,387,136 1,655,201 0 1,655,201 21,905 1,320,000 1,320,000 1,220,000 9,709,500 587,191

 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 利益剰余金 

  自己株式 株主資本合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 利益剰余金合

計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
14,019,389 △702,395 16,359,447 396,700 396,700 － 16,756,148 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行             － 

別途積立金の積立て －   －       － 

剰余金の配当 △322,599   △322,599       △322,599 

中間純利益 481,886   481,886       481,886 

自己株式の取得   △91,901 △91,901       △91,901 

自己株式の処分 △79 1,870 1,675       1,675 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

      △105,239 △105,239   △105,239 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
159,207 △90,030 69,059 △105,239 △105,239 － △36,179 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
14,178,596 △792,426 16,428,507 291,461 291,461 － 16,719,968 
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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 満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法）を採

用しております。 

(1）有価証券 

① 満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

① 満期保有目的債券 

同左 

  ② 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。 

② 子会社株式 

同左 

② 子会社株式 

同左 

  ③ 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。 

③ 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）

を採用しております。 

③ 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）たな卸資産 

製品、原材料 

 総平均法による原価法を採

用しております。 

(2）たな卸資産 

製品、仕掛品、原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

製品、原材料 

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。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）は定額法によっ

ております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物及び構築

物 
３～47年

機械及び装

置、車輌及び

運搬具 

３～９年

工具器具及び

備品 
２～20年

   

  (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）長期前払費用 

 均等償却によっておりま

す。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

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） 

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 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、賞与支給見込額の当

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 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、賞与支給見込額を計

上しております。 

  (3）販売促進引当金 

 中間決算日以前の小売段階

での特売条件販売に関連し

て、中間決算日以降に支払が

見込まれる販売促進費に備え

るため、過去の実績に基づい

た見積額を販売促進引当金に

計上しております。 

(3）販売促進引当金 

同左 

(3）販売促進引当金 

 決算日以前の小売段階での

特売条件販売に関連して、決

算日以降に支払が見込まれる

販売促進費に備えるため、過

去の実績に基づいた見積額を

販売促進引当金に計上してお

ります。 

  (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。 

 また、数理計算上の差異

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（15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

することとしております。 

(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。 

 また、数理計算上の差異

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（15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

することとしております。 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程

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出に

備えて、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上

しております。 

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．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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

- 40- 



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）    ──────────── （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。 

     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16,719,968千円であります。

 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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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） 

（貸借対照表）       ─────────────── 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６

月９日法律第97号）により、証券取引法第２条第２項に

おいて、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合へ

の出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、前

中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含め

ておりました投資事業組合への出資金（前中間会計期間

24,013千円、当中間会計期間2,684千円）を、当中間会計

期間より「投資有価証券」に含めて表示しておりま

す。   
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（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 

 （注）１．普通株式の株式数の増加59千株は、市場での買付けによる増加57千株及び単元未満株式の買取りによる増加 

     2千株であります。 

    ２．普通株式の株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

項目 
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 

 有形固定資産の減価償却累計額

は9,517,586千円であります。 

 有形固定資産の減価償却累計額

は9,927,927千円であります。 

 有形固定資産の減価償却累計額

は9,668，487千円であります。 

※２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、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左  ───────── 

 ※３中間期末日満期手形    ──────────  中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間会計

期間の末日は金融機関の休日で 

あったため、次の中間期末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。  

  受取手形      6,145千円 

 支払手形      41,049千円 

  

─────────  

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営業外収益のうち主要

なもの 

受取利息 5,827千円

受取配当金  6,034 

受取利息 1,601千円

受取配当金  11,777 

受取利息 11,695千円

受取配当金 8,538 

※２営業外費用のうち主要

なもの 

支払利息 2,277千円

  

支払利息 2,416千円

  

支払利息 4,350千円

※３特別損失のうち主要な

もの 

────── ────── 関係会社株式売却損 

関係会社債権放棄損 

138,575千円

390,304千円

※４減価償却実施額 有形固定資産 347,034千円

無形固定資産  83,784 

有形固定資産 308,906 千円

無形固定資産 84,623  

有形固定資産 

無形固定資産 

728,899千円

177,460千円

 
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）１,２ 450 59 1 508 

合計 450 59 1 508 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

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で時価のあるものはありませ

ん。 

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 

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 

 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 

 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

期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固定資産) 
その他 

2,036,715 1,025,047 1,011,667 

合計 2,036,715 1,025,047 1,011,667 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固定資産) 
その他 

2,315,632 1,018,974 1,296,657 

合計 2,315,632 1,018,974 1,296,657 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

(有形固定資産) 
その他 

2,038,509 1,112,088 926,420 

合計 2,038,509 1,112,088 926,420 

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 302,777千円

１年超 721,183千円

合計 1,023,960千円

１年内   356,868千円

１年超  945,337千円

合計 1,302,206千円

１年内 277,286千円

１年超 657,244千円

合計 934,531千円

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、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 181,000千円

減価償却費相当額 175,188千円

支払利息相当額 4,234千円

支払リース料 198,537千円

減価償却費相当額    195,230千円

支払利息相当額 1,549千円

支払リース料 353,331千円

減価償却費相当額 339,613千円

支払利息相当額 7,716千円

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。 

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 

（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。  

（減損損失について）  

                   同左 

（減損損失について）  

                   同左  
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（１株当たり情報） 

 （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） 

１株当たり純資産額 1,419.42円

１株当たり中間純利益 48.23円

１株当たり純資産額 1,406.26円

１株当たり中間純利益 40.49円

１株当たり純資産額 1,402.41円

１株当たり当期純利益 29.33円

 なお、潜在株式調整後１株当たり 

中間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。 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき1.2株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

   

 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。 

  当社は平成17年５月20日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資産

額 

1株当たり純資産

額 

1,386円70銭 1,391円13銭

1株当たり中間純

利益 

1株当たり当期純

利益 

76円16銭 78円52銭

 なお、潜在株

式調整後1株当た

り中間純利益金

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。 

  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。 

 

 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。 

１株当たり純資産額 1,391.13円

１株当たり当期純利益 78.52円

  
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（千円） 588,912 481,886 355,628 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）    －   （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
588,912 481,886 355,628 

期中平均株式数（株） 12,210,862 11,901,099 12,124,449 
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（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） 

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） 

────── ────── ────── 
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