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平成１９年３月期    個別中間財務諸表の概要 
平成18年11月13日 

上場会社名    モリ工業株式会社  
コード番号    ５４６４ 
（ＵＲＬ http://www.mory.co.jp/） 
代    表    者  役職名  代表取締役社長   氏名   森      宏  明 
問合せ先責任者  役職名  常 務 取 締 役   氏名   濵  﨑  貞  信    TEL  (06) 4708 - 1271 
決算取締役会開催 日  平成18年11月13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 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                                    （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 22,069 14.3 1,226 44.4 1,241 47.1 
17年9月中間期 19,315 6.9 849 △ 33.8 843 △ 33.8 
18年3月期 41,267  1,936  1,914  

 

 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 714 38.3 15 77 
17年9月中間期 516 △ 35.7 11 40 
18年3月期 1,158  24 91 

（注）①期中平均株式数  18年9月中間期  45,281,645株  17年9月中間期  45,305,351株  18年3月期  45,298,140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 41,946 21,196 50.5 468 13 
17年9月中間期 39,522 20,060 50.8 442 87 
18年3月期 40,173 20,871 52.0 460 22 

（注）①期末発行済株式数  18年9月中間期  45,278,489株  17年9月中間期  45,296,362株  18年3月期  45,284,709株 
②期末自己株式数   18年9月中間期     121,915株  17年9月中間期     104,042株  18年3月期     115,695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 46,000 2,500 1,550 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    34円23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 3.00 4.00 7.00 
19年3月期（実績） 3.00 ― 
19年3月期（予想） ― 4.00 

7.00 

 
※  本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により

実際の業績が異なる可能性があります。なお、その内容につきましてはP4をご参照ください。 

上 場 取 引 所 東証・大証 
本社所在都道府県 大阪府 
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【中間財務諸表等】 

【中間財務諸表】 

【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 現金および預金   525   1,388   1,023  

２ 受取手形 ※３  4,532   6,402   5,046  

３ 売掛金   7,676   8,960   8,295  

４ たな卸資産   9,103   7,867   7,965  

５ 繰延税金資産   166   182   169  

６ その他の流動資産   1,343   1,240   1,461  

貸倒引当金   △76   △72   △60  

流動資産合計   23,270 58.9  25,968 61.9  23,900 59.5 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 
※１ 
※２          

１ 建物   3,391   3,566   3,588  

２ 機械および装置   1,772   1,752   1,780  

３ 土地   6,030   6,030   6,030  

４ 建設仮勘定   362   229   67  

５ その他の 
  有形固定資産   815   803   824  

有形固定資産合計   12,372   12,382   12,290  

(2) 無形固定資産   26   23   25  

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２  ―   2,209   2,243  

２ 関係会社株式   10   10   10  

３ 関係会社 
  長期貸付金   2,212   1,440   1,798  

４ 繰延税金資産   118   ―   ―  

５ その他の投資 ※２  2,376   763   752  

貸倒引当金   △884   △857   △857  

投資その他の資産 
合計   3,833   3,566   3,947  

固定資産合計   16,232 41.1  15,972 38.1  16,263 40.5 

Ⅲ 繰延資産   19 0.0  5 0.0  10 0.0 

資産合計   39,522 100.0  41,946 100.0  40,173 100.0 
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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 ※３  2,900   3,083   2,611  

２ 買掛金   5,116   7,102   5,599  

３ 短期借入金 ※２  ―   560   1,060  

４ １年内に返済予定の 
  長期借入金 

※２  1,174   468   468  

５ １年内に償還予定の 
  社債 

※２  1,000   1,000   ―  

６ 未払法人税等   279   546   205  

７ 賞与引当金   297   295   293  

８ 設備関係支払手形 ※３  270   98   61  

９ その他の流動負債   945   1,058   1,096  

流動負債合計   11,983 30.3  14,213 33.9  11,395 28.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ※２  3,000   2,000   3,000  

２ 長期借入金 ※２  3,254   3,371   3,605  

３ 退職給付引当金   1,182   1,100   1,153  

４ 繰延税金負債   ―   27   124  

５ その他の固定負債   41   36   23  

固定負債合計   7,478 18.9  6,536 15.6  7,906 19.7 

負債合計   19,462 49.2  20,749 49.5  19,302 48.0 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   7,360 18.6  ― ―  7,360 18.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   7,705   ―   7,705  

資本剰余金合計   7,705 19.5  ― ―  7,705 19.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   901   ―   901  

２ 中間(当期)未処分 
  利益 

  3,459   ―   3,965  

利益剰余金合計   4,360 11.1  ― ―  4,866 12.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  664 1.7  ― ―  973 2.5 

Ⅴ 自己株式   △30 △0.1  ― ―  △35 △0.1 

資本合計   20,060 50.8  ― ―  20,871 52.0 

負債・資本合計   39,522 100.0  ― ―  40,173 100.0 
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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 

(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  7,360 17.5  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   7,705   ―   

資本剰余金合計   ― ―  7,705 18.4  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   901   ―   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   4,468   ―   

利益剰余金合計   ― ―  5,370 12.8  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △38 △0.1  ― ― 

株主資本合計   ― ―  20,398 48.6  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   ― ―  810 1.9  ― ― 

２ 繰延ヘッジ損益   ― ―  △12 △0.0  ― ― 

評価・換算差額等 
合計   ― ―  798 1.9  ― ― 

純資産合計   ― ―  21,196 50.5  ― ― 

負債・純資産合計   ― ―  41,946 100.0  ― ― 
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【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   19,315 100.0  22,069 100.0  41,267 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,979 82.7  18,197 82.5  34,191 82.9 

売上総利益   3,335 17.3  3,871 17.5  7,075 17.1 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費   2,485 12.9  2,644 11.9  5,138 12.4 

営業利益   849 4.4  1,226 5.6  1,936 4.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  138 0.7  138 0.6  256 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  144 0.7  124 0.6  278 0.7 

経常利益   843 4.4  1,241 5.6  1,914 4.6 

Ⅵ 特別利益   60 0.3  0 0.0  114 0.3 

Ⅶ 特別損失   5 0.0  2 0.0  14 0.0 

税引前中間(当期) 
純利益 

  898 4.7  1,238 5.6  2,014 4.9 

法人税、住民税 
及び事業税  254   518   694   

法人税等調整額  128 382 2.0 6 524 2.4 162 856 2.1 

中間(当期)純利益   516 2.7  714 3.2  1,158 2.8 

前期繰越利益   2,942   ―   2,942  

中間配当額   ―   ―   135  

中間(当期)未処分 
利益   3,459   ―   3,965  
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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 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 901 3,965 △35 19,897 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当    △181  △181 

 役員賞与    △30  △30 

 中間純利益    714  714 

 自己株式の取得     △2 △2 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 503 △2 500 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 901 4,468 △38 20,398 

 

評価・換算差額等 

 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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 973 ― 973 20,871 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   ― △181 

 役員賞与   ― △30 

 中間純利益   ― 714 

 自己株式の取得   ― △2 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △163 △12 △175 △175 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △163 △12 △175 325 

平成18年９月30日残高(百万円) 810 △12 798 21,196 
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中間財務諸表作成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) 有価証券 子会社株式 
 移動平均法による原価法 

子会社株式 
 移動平均法による原価法 

子会社株式 
 移動平均法による原価法 

 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) 

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) 

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 ) 

  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 
  移動平均法による原価
法 

 時価のないもの 
  移動平均法による原価
法 

 (2) デリバティブ 時価法 同左 同左 
 (3) たな卸資産 商品 

 先入先出法による原価法 
製品・仕掛品 
 移動平均法による原価法 
原材料 
 移動平均法による低価法 
貯蔵品 
 最終仕入原価法による原
価法 

同左 同左 

    
２ 固定資産の減価償

却の方法 
   

 (1) 有形固定資産 建物 
 定額法 
建物以外 
 定率法 
 なお、主な耐用年数は次
のとおりであります。 

建物 ３～50年
機械および 
装置 

主として
14年

 

同左 同左 

 (2) 無形固定資産 自社利用ソフトウェア 
 社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法 
上記以外の無形固定資産 
 定額法 

同左 同左 

    
３ 引当金の計上基準    
 (1) 貸倒引当金  売上債権等の貸倒れによ

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。 

同左 同左 



― 33 ― 

 

 
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) 賞与引当金  従業員に対する賞与の支

給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しておりま
す。 

同左 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

ける退職給付債務および年
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(15年)に

よる定額法により按分した
額を、それぞれ翌事業年度

から費用処理することとし

ております。 

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年
金資産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、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(15年)に
よる定額法により按分した

額を、それぞれ翌事業年度

から費用処理することとし
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
に準じた会計処理方法によ

っております。 

同左 同左 

    
５ ヘッジ会計の方法    

 (1) ヘッジ会計の方

法 

 繰延ヘッジによっており

ます。 
 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を採用し
ております。 

同左 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金利息 
 

同左 同左 

 (3) ヘッジ方針  借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘ
ッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評
価の方法 

 金利変動またはキャッシ
ュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定されるた

め、ヘッジの有効性の判定
は省略しております。 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たす場合は、有
効性の評価を省略しており

ます。 

同左 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) 

６ 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 

   

  消費税および地方
消費税の処理方法 

 税抜方式を採用しており
ます。なお、仮払消費税等
および仮受消費税等は相殺
のうえその差額をその他の
流動負債に含めて表示して
おります。 

同左  税抜方式を採用しており
ます。 

 

会計処理方法の変更 

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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 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） 

 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）
および「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）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21,208百万円であ
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。 

――― 
 

   
――― 

 
（役員賞与に関する会計基準） 
 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
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。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

――― 
 

 

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） 
 前中間会計期間において固定資産の投資その他の資
産の「その他投資」に含めて表示しておりました「投
資有価証券」（前中間会計期間1,648百万円）は資産総
額の100分の５超となったため、当中間会計期間より区
分掲記しております。 
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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 
15,907百万円 16,439百万円 16,163百万円 

    

※２ 担保資産および

担保付債務 

   

 (1) 工場財団担保資

産 

   

建物 

構築物 

機械および 
装置 
土地 

合計 
 

1,207百万円 

0 

287 

465 

1,961 
 

1,176百万円 

0 

274 

465 

1,917 
 

1,179百万円 

0 

278 

465 

1,923 
 

    

   対応債務    

短期借入金 

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

１年内に償還
予定の社債 

社債 

長期借入金 

合計 
 

―百万円 

156 

1,000 

1,000 

522 

2,678 
 

60百万円 

162 

1,000 

― 

360 

1,582 
 

60百万円 

162 

― 

1,000 

441 

1,663 
 

    

 (2) 担保資産    

投資有価証券 
 

383百万円 
 

470百万円 
 

510百万円 
 

    

   対応債務    
１年内に 
返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

76百万円 

182 

258 
 

76百万円 

106 

182 
 

76百万円 

144 

220 
 

    

※３ 中間会計期間末
日（期末日）満期
手形の処理 

―――  当中間会計期間の末日は
金融機関の休日でありまし
たが、当該期日満期手形に
ついては、満期日に決済が
行われたものとして処理し
ております。当中間期末残
高から除かれている当該期
日満期手形は下記のとおり
であります。 

――― 

  受取手形 821百万円

支払手形 521 

設備関係 
支払手形 9 
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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) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

 ４ 保証債務 

金融機関からの借 

入金に対する保証 

   

関東モリ工業㈱ 
 

200百万円 
 

200百万円 
 

200百万円 
 

    
 ５ 貸出コミットメ

ント契約 
 当社は、運転資金の効率
的な調達を行うため、取引
銀行４行と貸出コミットメ
ント契約を締結しておりま
す。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締
結しております。当該契約
に基づく当中間会計期間末
の借入未実行残高等は次の
とおりであります。 

 当社は、運転資金の効率
的な調達を行うため、取引
銀行２行と貸出コミットメ
ント契約を締結しておりま
す。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締
結しております。当該契約
に基づく当中間会計期間末
の借入未実行残高等は次の
とおりであります。 

 当社は、運転資金の効率
的な調達を行うため、取引
銀行２行と貸出コミットメ
ント契約を締結しておりま
す。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締
結しております。当該契約
に基づく当期末の借入未実
行残高等は次のとおりであ
ります。 

貸出コミット
メントの総額 

借入実行残高 

差引額 
 

4,500百万円 

2,000 

2,500 
 

4,000百万円 

2,490 

1,510 
 

4,000百万円 

2,850 

1,150 
 

 

(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 

受取利息 19百万円

受取配当金 11 

受取賃貸料 88 
 

受取利息 18百万円

受取配当金 17 

受取賃貸料 86 
 

受取利息 36百万円

受取配当金 13 

受取賃貸料 175 
 

    
※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 29百万円

社債利息 44 
 

支払利息 38百万円

社債利息 24 
 

支払利息 61百万円

社債利息 80 
 

    
 ３ 減価償却実施額    

有形固定資産 

無形固定資産 
 

266百万円 

1 
 

280百万円 

1 
 

577百万円 

2 
 

 

(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） 115,695 6,220 ― 121,915 
 

  （変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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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(期末)残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械およ 
び装置 4,177 1,089 3,088 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

23 10 12 

無形 
固定資産 3 1 1 

合計 4,204 1,101 3,102 

 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械およ 
び装置 4,177 1,397 2,780 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

19 10 9 

無形 
固定資産 3 2 0 

合計 4,200 1,410 2,790 

 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械およ 
び装置 4,177 1,243 2,934 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

19 8 10 

無形 
固定資産 3 2 1 

合計 4,200 1,254 2,946 

     
２ 未経過リース料中

間期末(期末)残高相
当額 

   

１年内 
１年超 

合計 
 

280百万円 
2,987 
3,268 

 

289百万円 
2,697 
2,987 

 

284百万円 
2,844 
3,129 

     
３ 支払リース料、減

価償却費相当額及び
支払利息相当額 

   

(1) 支払リース料 

(2) 減価償却費 
  相当額 

(3) 支払利息相当額 
 

194百万円 

156 

57 
 

194百万円 

155 

52 
 

389百万円 

312 

113 
     

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。 

同左 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。 

同左 同左 

 

(有価証券関係) 
前中間会計期間、当中間会計期間およ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。 
 

(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、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても該当する事項はありませ

ん。 

－ 以 上 － 


