
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        ウェーブロックホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号        7940 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.wavelock-holdings.com/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 木根渕 純 
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 後藤 務 ＴＥＬ (03)6830-6000 
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18年12月 1日 
単元株制度採用の有無           有(１単元 100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 
17 年 9月中間期 

 380 305.9 
 93 △98.5 

 210 － 
 △48 － 

 205 － 
 △48 － 

18 年 3月期  264 －  △7 －  △9 － 
 
 

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 

 224 － 
 △101 － 

  20.08 
  △8.98 

18 年 3月期  △38 －   △4.14 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9月中間期 11,167,330株 17 年 9月中間期 11,268,827株 18 年 3月期11,275,817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 
17 年 9月中間期 

9,300 
9,186 

8,278 
8,436 

88.8 
91.8 

749.85 
747.71 

18 年 3月期 9,219 8,385 91.0 742.50 
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9月中間期 11,012,798株 17 年 9月中間期 11,283,292株 18 年 3月期11,282,676株 
   ②期末自己株式数 18 年 9月中間期 1,600,239 株 17 年 9月中間期 1,329,745 株 18 年 3月期 1,330,361 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 660 320 350 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  31 円 78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 10.00 10.00 20.00 
19 年 3月期(実績) 10.00 － 
19 年 3月期(予想) － 10.00 

20.00 

 
(注)1.上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2.19 年 3月期の業績予想については、本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づ
いており、実際の業績は予想と大きく異なることがありえます。 
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中間貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(資産の部) ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 5,359        10,315       2,785        

2 売掛金 8,295        9,555        8,295        

3 その他 44,775       265,139      89,256       

流動資産合計 58,429       0.6     285,009      3.1     100,336      1.1     

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物 10,100       -            -            

(2) 土地 1,651        -            -            

(3) その他 87           -            -            

　 計 11,839       0.2     -            -       -            -       

2 無形固定資産 1,668        0.0     1,304        0.0     1,486        0.0     

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 8,960,892    8,960,892    8,960,892    

(2) その他 153,666      53,333       156,608      

　 計 9,114,559    99.2    9,014,225    96.9    9,117,501    98.9    

固定資産合計 9,128,067    99.4    9,015,529    96.9    9,118,987    98.9    

資産合計 9,186,496    100.0   9,300,539    100.0   9,219,324    100.0   

当中間会計期間末前中間会計期間末
　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目
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中間貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

当中間会計期間末前中間会計期間末
　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目

(負債の部) ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債

1 短期借入金 360,000      950,000      440,000      

2 未払法人税等 3,827        1,212        5,035        

3 賞与引当金 1,782        836          1,803        

4 役員賞与引当金 -            1,900        -            

5 その他 10,048       37,371       12,876       

流動負債合計 375,658      4.1     991,320      10.7    459,715      5.0     

Ⅱ 固定負債

1 退職給付引当金 13,093       12,711       13,324       

2 役員退職慰労引当金 361,144      18,344       361,144      

固定負債合計 374,238      4.1     31,055       0.3     374,468      4.0     

負債合計 749,897      8.2     1,022,376    11.0    834,184      9.0     

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,143,700    23.3    -            -       2,143,700    23.3    

Ⅱ 資本剰余金

1 資本準備金 4,843,038    -            4,843,038    

資本剰余金合計 4,843,038    52.7    -            -       4,843,038    52.5    

Ⅲ 利益剰余金

1 利益準備金 149,245      -            149,245      

2 任意積立金 1,970,000    -            1,970,000    

3 中間(当期)未処分利益 619,506      -            568,944      

利益剰余金合計 2,738,752    29.8    -            -       2,688,189    29.2    

Ⅳ 自己株式 △1,288,890  △14.0  -            -       △1,289,788  △14.0  

資本合計 8,436,599    91.8    -            -       8,385,139    91.0    

負債及び資本合計 9,186,496    100.0   -            -       9,219,324    100.0   

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

1 資本金 -            -       2,143,700    23.0    -            -       

2 資本剰余金

(1) 資本準備金 -            4,843,038    -            

資本剰余金合計 -            -       4,843,038    52.1    -            -       

3 利益剰余金

(1) 利益準備金 -            149,245      -            

(2) その他利益剰余金

別途積立金 -            1,970,000    -            

繰越利益剰余金 -            669,468      -            

利益剰余金合計 -            -       2,788,714    30.0    -            -       

4 自己株式 -            -       △1,517,496  △16.3  -            -       

株主資本合計 -            -       8,257,956    88.8    -            -       

Ⅱ 新株予約権 -            -       20,206       0.2     -            -       

純資産合計 -            -       8,278,162    89.0    -            -       

負債純資産合計 -            -       9,300,539    100.0   -            -       
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中間損益計算書
(単位：千円)

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比

％ ％ ％

Ⅰ 営業収益 93,758         100.0 380,535        100.0  264,093        100.0  

Ⅱ 営業費用 141,903        151.3 169,920        44.7   271,587        102.8  

営業利益 -              -     210,614        55.3   -              -      

営業損失 48,144         △51.3 -              - 7,493          △2.8 

Ⅲ 営業外収益

1 受取利息 -              6              1              

2 その他 493            471            1,025          

営業外収益計 493            0.5   477            0.2    1,027          0.4    

Ⅳ 営業外費用

1 支払利息 1,068          4,063          3,093          

2 その他 0              2,010          4              

営業外費用計 1,068          1.2   6,074          1.6    3,098          1.2    

経常利益 -              -     205,017        53.9   -              -      

経常損失 48,719         △52.0 -              - 9,564          △3.6 

Ⅴ 特別損失

1 固定資産売却損 -              -              3,124          

2 減損損失 26,260         -              26,260         

特別損失計 26,260         28.0  -              -      29,385         11.1   

税引前中間純利益 -              -     205,017        53.9   -              -      

税引前中間(当期)純損失 74,980         △80.0 -              - 38,950         △14.7 

法人税､住民税及び事業税 950            1.0   △184,227      △48.4 2,016          0.8    

法人税等調整額 25,260         26.9  165,014        43.4   △2,046        △0.8  

中間純利益 -              -     224,229        58.9   -              -      

中間(当期)純損失 101,190        △107.9 38,920         △14.7 

前期繰越利益 720,697        720,697        

中間配当額 -              112,832        

当期(中間)未処分利益 619,506        568,944        

                          期   別

 
 科   目

当中間会計期間前中間会計期間

  自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日

  自 平成17年４月１日

  至 平成17年９月30日

  自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日

前事業年度の

要約損益計算書
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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

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高

（千円）

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △112,826    

役員賞与（注） △7,800      

中間純利益 224,229      

自己株式の取得

自己株式の処分 △3,078      

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）

平成18年９月30日残高

（千円）

株主資本

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高

（千円）

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △112,826    △112,826    

役員賞与（注） △7,800      △7,800      

中間純利益 224,229      224,229      

自己株式の取得 △230,789    △230,789    △230,789    

自己株式の処分 3,081        3            3            

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

20,206       20,206       

中間会計期間中の変動額合計

（千円）

平成18年９月30日残高

（千円）

（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。

利益準備金

2,143,700    

資本準備金資本金

149,245      

-            

568,944      

1,970,000    149,245      4,843,038    

自己株式 株主資本合計

1,970,000    

-            

△1,289,788  8,385,139    -            

669,468      

2,143,700    4,843,038    

-            -            

8,385,139    

100,524      

△106,976    

△1,517,496  8,257,956    20,206       8,278,162    

△227,707    △127,183    20,206       
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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 有価証券の評価基

準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法によっております。 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

子会社株式及び関連会社

株式 

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(付属設備を

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。 

建物     47年 

(1) 有形固定資産 

―――― 

(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(付属設備を

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。 

建物     47年 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

社内における利用可

能期間(5年間)に基づ

く定額法によっており

ます。 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき当中間会

計期間負担額を計上し

ております。 

(1) 賞与引当金 

同左 

(1)賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。 

 (2) 役員賞与引当金 

―――― 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備

えるため、支給見込額

に基づき当中間会計期

間負担額を計上してお

ります。 

(2) 役員賞与引当金 

―――― 
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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、翌事業年度に一括

処理することとしてお

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

債務の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異

は、翌事業年度に一括

処理することとしてお

ります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

平成17年3月末をも

って役員退職慰労金制

度を廃止しておりま

す。 

なお、廃止までの要

支給額を役員退職慰労

引当金として計上して

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 

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 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) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜き方式によって

おります。 

なお、「仮払消費税

等」及び「仮受消費税

等」は相殺し、「未収消

費税」として流動資産

の「その他」に含めて

表示しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜き方式によって

おります。 

なお、「仮払消費税

等」及び「仮受消費税

等」は相殺し、「未払消

費税」として流動負債

の「その他」に含めて

表示しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜き方式によって

おります。 

 (2) 連結納税制度の適用 

―――― 

(2) 連結納税制度の適用 

当中間会計期間から

連結納税制度を適用し

ております。 

(2) 連結納税制度の適用 

―――― 
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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 
(平成17年 9月30日) 

当中間会計期間 
(平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(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｣(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第6号)を適用しております。 

これにより営業損失及び経常損

失が565千円減少し、税引前中間純

損失が25,695千円増加しておりま

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

に基づき当該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

業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第6

号)を適用しております。 

これにより営業損失及び経常損

失が848千円減少しております。な

お、減損損失26,260千円を計上し

たものの、当該物件を当事業年度

末までに売却したため、税引前当

期純損失に与える影響はありませ

ん。 

――――― (役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間から｢役員賞与

に関する会計基準｣ (企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第4号) 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が1,900千

円減少しております。 

――――― 
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前中間会計期間 
(平成17年 9月30日) 

当中間会計期間 
(平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(平成18年 3月31日) 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

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｣ (企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準

第5号)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｣ (企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第8号)並びに改正後の

｢自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準｣ (企業会計

基準委員会 最終改正平成18年8

月11日 企業会計基準第1号)及び

｢自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針｣ 

(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第2号)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。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計

に相当する金額は8,257,956千円

であります。 

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

財務諸表は、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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前中間会計期間 
(平成17年 9月30日) 

当中間会計期間 
(平成18年 9月30日) 

前事業年度 
(平成18年 3月31日) 

――――― (企業結合に係る会計基準等) 

当中間会計期間から｢企業結合

に係る会計基準｣ (企業会計審議

会 平成15年10月31日)及び｢事業

分離等に関する会計基準｣ (企業

会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号)並びに

｢企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針｣ 

(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針

第10号)を適用しております。 

――――― 

――――― (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

当中間会計期間から｢ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準｣ (企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第8

号)及び｢ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針｣(企

業会計基準委員会 最終改正平成

18年5月31日 企業会計基準適用

指針第11号)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が20,206千

円減少しております。 

――――― 
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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 

21,991千円 

 1 有形固定資産の減価償却累計額 

－千円 

 1 有形固定資産の減価償却累計額 

－千円 

 

(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  当社は、平成17年4月1日に当

社の全事業を承継する完全子会

社｢日本ウェーブロック株式会

社｣を物的新設会社分割により

設立するとともに、自らは純粋

持株会社に移行しました。 

これに伴い、売上高に関して

は、前事業年度までは製品等の

売上げが中心でありましたが、

当中間会計期間からは、従来の

売上高に相当するものが、子会

社からの業務受託手数料収入と

受取配当金収入のみとなること

から、これらを｢営業収益｣と表

示することとし、また、営業収

益に対応する販売費及び一般管

理費を｢営業費用｣として表示す

ることといたしました。 

 1     ―――――  1  当社は、平成17年4月1日に当

社の全事業を承継する完全子会

社｢日本ウェーブロック株式会

社｣を物的新設会社分割により

設立するとともに、自らは純粋

持株会社に移行しました。 

これに伴い、売上高に関して

は、前事業年度までは製品等の

売上げが中心でありましたが、

当事業年度からは、従来の売上

高に相当するものが、子会社か

らの業務受託手数料収入と受取

配当金収入のみとなることか

ら、これらを｢営業収益｣と表示

することとし、また、営業収益

に対応する販売費及び一般管理

費を｢営業費用｣として表示する

ことといたしました。 

 2 減価償却実施額 

有形固定資産 265千円

無形固定資産 151 
 

 2 減価償却実施額 

無形固定資産 181千円
 

 2 減価償却実施額 

有形固定資産 397千円

無形固定資産 333 
 

 3     ――――――  3     ―――――― 

 

 3 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 2,037千円

土地 1,007 

工具器具備品
(「有形固定資
産」の「その他」)

79 

計 3,124 
 

 



【ウェーブロックホールディングス(株) 単独】 

62 

 

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 減損損失 

当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 金額 

厚生 

施設 

建物 

土地 

千葉県 

勝浦市 
26,260千円 

資産のグルーピングについて

は、原則として管理会計上の区

分に基づいております。 

上記の資産グループについて

は、地価の著しい下落により、

帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上いたしまし

た。 

減損損失の内訳は、建物23,558

千円、土地2,702千円でありま

す。 

なお、回収可能価額は正味売却

価額により算定しております。

また、正味売却価額は不動産鑑

定士による鑑定評価を基準とし

て評価しております。 

 4     ―――――  4 減損損失 

当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 金額 

厚生 

施設 

建物 

土地 

千葉県 

勝浦市 
26,260千円 

資産のグルーピングについて

は、原則として管理会計上の区

分に基づいております。 

上記の資産グループについて

は、地価の著しい下落により、

帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上いたしまし

た。 

減損損失の内訳は、建物23,558

千円、土地2,702千円でありま

す。 

なお、回収可能価額は正味売却

価額により算定しております。

また、正味売却価額は不動産鑑

定士による鑑定評価を基準とし

て評価しております。 

 

 

(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) 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,330,361 273,078 3,200 1,600,239 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

市場買付けによる増加  273,000株 

単元未満株式の買取りによる増加 78株 

 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

ストック・オプションの行使による自己株式の交付 3,200株 
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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 

(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 

区分 
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 

6,639 5,164 1,475 

 

――――― 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及

び期末残高相当額 

区分 
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 

6,639 6,264 375 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

1年以内 1,499千円 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

1年以内 431千円 
 

(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 1,130千円 

減価償却費 
相当額 

1,106 

支払利息相当額 15 
 

 (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 2,628千円 

減価償却費 
相当額 

2,211 

支払利息相当額 215 
 

(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 

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。 

(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 

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。 

 

(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)、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)および前事業年度(自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)において、子会社株

式および関連会社株式で時価のあるものはないため、該当事項はありません。 

 

役員の異動 

該当事項はありません。 

 


