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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（百万円未満切り捨て） 

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 26,763 1.2 1,419 △35.4 1,579 △34.3

17年9月中間期 26,436 1.6 2,195 △0.5 2,405 1.6

18年3月期 53,798 2,441 2,830

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 760 △40.6 11 17

17年9月中間期 1,279 △70.7 18 76

18年3月期 1,517 21 45

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 68,015,608株 17年9月中間期 68,207,644株 18年3月期 68,193,069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                                                                         （百万円未満切り捨て） 

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 100,252 72,535 72.4 1,070 84

17年9月中間期 98,494 71,273 72.4 1,045 10

18年3月期 102,393 73,482 71.8 1,077 25

 （注）17年9月中間期及び18年3月期につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、

「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 67,736,852株 17年9月中間期 68,197,771株 18年3月期 68,162,692株

②期末自己株式数 18年9月中間期  2,514,632株 17年9月中間期  2,053,713株 18年3月期  2,088,792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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 55,300 4,400 4,700 2,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　38円38銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（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 － 10.00

19年3月期（実績） － 6.00 － － －
12.00

19年3月期（予想） － － － 6.00 －

（注）18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当　0円0銭　特別配当　0円0銭
 
・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定

　を前提としています。実際の業績は、今後さまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

－ 1 －



　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）

対前中
間期比

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
（％）

 増減
（百万円） 金額（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 14,347 10,670 13,241

２　受取手形 ※５ 808 329 279

３　売掛金 23,121 25,151 24,517

４　有価証券 800 899 500

５　棚卸資産 8,269 8,241 8,757

６　繰延税金資産 1,394 1,370 1,568

７　その他 2,921 1,010 1,350

流動資産合計 51,664 52.5 47,674 47.6 △3,990 50,214 49.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1) 建物 ※1,2 8,939 8,413 8,697

(2) 土地 ※２ 8,174 8,028 8,092

(3) その他 ※1,2 3,523 3,442 3,267

        計  20,637 19,884 △753 20,056

２　無形固定資産 402 170 △232 264

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券  20,312 24,290 26,392

(2) 投資不動産 ※１ 1,334 1,420 1,361

(3) 長期前払費用  － 5,614 －

(4) その他  4,185 1,236 4,143

貸倒引当金 △42 △39 △40

    計 25,790 32,523 +6,733 31,857

固定資産合計 46,830 47.5 52,578 52.4 +5,748 52,179 51.0

資産合計 98,494 100.0 100,252 100.0 +1,758 102,393 100.0
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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）

対前中
間期比

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
（％）

 増減
（百万円） 金額（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 295 69 400

２　買掛金 3,166 3,882 4,127

３　一年内返済予定長期借入金 ※２ 1,112 1,112 1,112

４　未払金 2,492 3,321 2,661

５　未払法人税等 896 508 400

６　賞与引当金 2,200 2,250 2,200

７　返品調整引当金 12 8 11

８　その他 ※２ 1,518 1,524 1,675

流動負債合計 11,693 11.9 12,676 12.6 +983 12,588 12.3

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 2,770 1,658 2,214

２　退職給付引当金  10,322 9,607 9,851

３　繰延税金負債 2,126 3,514 3,949

４　その他 308 260 308

固定負債合計 15,527 15.7 15,040 15.0 △487 16,323 15.9

負債合計 27,220 27.6 27,717 27.6 +497 28,911 28.2
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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）

対前中
間期比

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
（％）

 増減
（百万円） 金額（百万円）

構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,174 5.3 － － － 5,174 5.1

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 4,438 － 4,438

２　その他資本剰余金 1 － 1

　資本剰余金合計 4,439 4.5 － － － 4,440 4.3

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 1,293 － 1,293

２　任意積立金 51,521 － 51,521

３　中間（当期）未処分利益 2,385 － 2,282

　利益剰余金合計 55,200 56.1 － － － 55,097 53.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 7,802 7.9 － － － 10,148 9.9

Ⅴ　自己株式 △1,343 △1.4 － － － △1,377 △1.3

資本合計 71,273 72.4 － － － 73,482 71.8

負債資本合計 98,494 100.0 － － － 102,393 100.0

        

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 5,174 5.2 － － －

２　資本剰余金

　(1) 資本準備金 － 4,438 －

　(2) その他資本剰余金 － 1 －

　　資本剰余金合計 － － 4,440 4.4 － － －

３　利益剰余金

　(1) 利益準備金 － 1,293 －

　(2) 配当準備積立金 － 800 －

　(3) 特別償却積立金 － 129 －

　(4) 固定資産圧縮積立金 － 1,800 －

  (5) 固定資産圧縮特別勘定
      積立金　　

－ 137 －

　(6) 別途積立金 － 49,470 －

　(7) 繰越利益剰余金 － 1,830 －

　　利益剰余金合計 － － 55,461 55.3 － － －

４　自己株式 － － △1,801 △1.8 － － －

　株主資本合計 － － 63,275 63.1 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差額金 － － 9,260 9.3 － － －

２　繰延ヘッジ損益 － － 0 0.0 － － －

　評価・換算差額等合計 － － 9,260 9.3 － － －

純資産合計 － － 72,535 72.4 － － －

負債純資産合計 － － 100,252 100.0 － － －
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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）

対前中
間期比

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
（％）

 増減
 （百万円) 金額（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 26,436 100.0 26,763 100.0 +327 53,798 100.0

Ⅱ　売上原価 11,373 43.0 12,145 45.4 +772 23,348 43.4

売上総利益 15,062 57.0 14,618 54.6 △444 30,449 56.6

返品調整引当金戻入
額

10 0.0 3 0.0 △7 11 0.0

差引売上総利益 15,072 57.0 14,621 54.6 △451 30,460 56.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,877 48.7 13,202 49.3 +325 28,018 52.1

営業利益 2,195 8.3 1,419 5.3 △776 2,441 4.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 523 2.0 460 1.7 △63 959 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 313 1.2 299 1.1 △14 571 1.0

経常利益 2,405 9.1 1,579 5.9 △826 2,830 5.3

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 ※３ － － － － － － － 292 292 0.5

税引前中間（当期）
純利益

2,405 9.1 1,579 5.9 △826 3,122 5.8

法人税、住民税及び
事業税

780 440 1,240

法人税等調整額 346 1,126 4.3 379 819 3.1 △307 365 1,605 3.0

中間（当期）純利益 1,279 4.8 760 2.8 △519 1,517 2.8

前期繰越利益 1,105 － 1,105

中間配当額 － － 340

中間（当期）未処分
利益

2,385 － 2,282
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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）                               （単位　百万円）

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

配当準備
積立金

特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

固定資産圧縮
特別勘定
積立金

平成18年３月31日　残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 133 1,817 －

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の積立て　(注)       24   

特別償却積立金の取崩し　*1       △28   

固定資産圧縮積立金の取崩し　(注)　
　　　　　　　　　　    *2        △17  

固定資産圧縮特別勘定積立金積立て　
　　　　　　　　　　　　(注)　         137

別途積立金の積立て　　　(注)          

剰余金の配当　　　　　　(注)          

役員賞与金　　　　　　　(注)          

中間純利益          

自己株式の取得          

自己株式の処分   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）
         

中間会計期間中の変動額合計 － － 0 0 － － △4 △17 137

平成18年９月30日　残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 129 1,800 137

 株主資本 評価・換算差額等

 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

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計
別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

平成18年３月31日　残高 48,770 2,282 55,097 △1,377 63,334 10,148 － 10,148 73,482

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の積立て　(注)  △24 －  －    －

特別償却積立金の取崩し　*1  28 －  －    －

固定資産圧縮積立金の取崩し　(注)　
　　　　　　　　　　    *2  17 －  －    －

固定資産圧縮特別勘定積立金積立て　
　　　　　　　　　　　　(注)  △137 －  －    －

別途積立金の積立て　　　(注) 700 △700 －  －    －

剰余金の配当　　　　　　(注)  △340 △340  △340    △340

役員賞与金　　　　　　　(注)  △54 △54  △54    △54

中間純利益  760 760  760    760

自己株式の取得    △424 △424    △424

自己株式の処分    0 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）
     △887 0 △887 △887

中間会計期間中の変動額合計 700 △451 364 △424 △59 △887 0 △887 △946

平成18年９月30日　残高 49,470 1,830 55,461 △1,801 63,275 9,260 0 9,260 72,535

 (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。

  ＊1は当中間会計期間末における積立金の取崩し額であります。

  ＊2は当中間会計期間末における積立金の取崩し額を含んでおります。
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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

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

満期保有目的債券

…償却原価法（定額法）

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、売却原価は主として移

動平均法により算出してお

ります）

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

子会社株式

同左

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、売却原価は主として

移動平均法により算出して

おります）

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

子会社株式

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、

売却原価は主として移動平

均法により算出しておりま

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

(2）デリバティブ

…時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）棚卸資産

　総平均法による原価法

(3）棚卸資産

同左

(3）棚卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産及び投資不動産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に新規取得した建物については、

定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　15年～50年

(1）有形固定資産及び投資不動産

同左

(1)有形固定資産及び投資不動産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（主として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) 長期前払費用

　所定の期間にわたり、均等償却し

ております。 

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

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

(2)賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えて、

支給見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

　         同左

(2)賞与引当金

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)返品調整引当金

　当中間会計期間の売上にかかる

返品に備えるため、予測返品高に

対する売買利益相当額を計上して

おります。

(3)返品調整引当金

       　  同左

(3)返品調整引当金

　当事業年度の売上にかかる返品

に備えるため、予測返品高に対す

る売買利益相当額を計上しており

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、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。

　過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（15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。

(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て、

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。

　数理計算上の差異は、その発生

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、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。

　過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（15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。

(5）役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金支給に

備えるため、会社内規に基づく当

中間会計期間末要支給額を計上し

ておりましたが、平成17年6月29

日開催の定時株主総会において役

員退職慰労金制度を廃止し、廃止

時の要支給額を取締役ならびに監

査役の退任時に支給する旨決議い

たしました。なお、その当該支給

総額134百万円は固定負債の「そ

の他」に計上しております。

 

 ＿＿＿＿＿＿

(5）役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金支給に

備えるため、会社内規に基づく当

事業年度末要支給額を計上してお

りましたが、役員退職慰労金制度

を廃止し、平成17年6月29日開催

の定時株主総会において廃止時の

要支給額を取締役ならびに監査役

の退任時に支給する旨決議いたし

ました。なお、その当該支給総額

134百万円は固定負債の「その

他」に計上しております。
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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）

４．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、中間決

算日の直物為替相場により円換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、為替予約等の

振当処理の対象となっている外貨

建金銭債権債務については、当該

為替予約等の円貨額に換算してお

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換算し、

換算差額は損益として処理してお

ります。なお、為替予約等の振当

処理の対象となっている外貨建金

銭債権債務については、当該為替

予約等の円貨額に換算しておりま

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ります。

同左 同左

６．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。なお、為替予約については、

振当処理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象

ヘッジ手段

…為替先物買予約

ヘッジ対象

…外貨建債務および外貨建予定

取引

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　外貨建債務に係る為替変動リス

クを回避する目的で、為替先物予

約を利用しております。なお、投

機目的によるデリバティブ取引は

行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

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

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。な

お、「仮払消費税等」と「仮受消費

税等」は相殺のうえ、254百万円を

流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。な

お、「仮払消費税等」と「仮受消費

税等」は相殺のうえ、201百万円を

流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

なお、「仮払消費税等」と「仮受消

費税等」は相殺のうえ、257百万円

を流動負債の「その他」に含めて表

示しております。
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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
（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。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72,535百万円であります。

　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います。

 ＿＿＿＿＿＿

 ＿＿＿＿＿＿

 

 （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34百万円減少して

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）

　前中間会計期間まで「その他」に含めて表示していた固

定資産の「投資不動産」、流動負債の「一年内返済予定長

期借入金」は、当中間会計期間より独立掲記しておりま

す。 

　なお、前中間会計期間の「投資不動産」の金額は1,368

百万円、「一年内返済予定長期借入金」の金額は1,112百

万円であります。

（中間貸借対照表）

   「長期前払費用」は前中間会計期間末は、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

間会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しております。なお、前中間会計期間末の「長

期前払費用」の金額は3,050百万円であります。 
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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
（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

　　　　　 　 30,775百万円

　　　投資不動産の減価償却累計額

　　　　　　　　　 182百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　  31,416百万円

　　　投資不動産の減価償却累計額

　　　　　　　　　 270百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　      31,090百万円

　　　投資不動産の減価償却累計額

　　　　　　　 　  232百万円

※２　担保資産

　次の固定資産は、借入金の担保

に供しております。

※２　担保資産

　次の固定資産は、借入金の担保

に供しております。

※２　担保資産

　次の固定資産は、借入金の担保

に供しております。

（小田原工場財団） （小田原工場財団） （小田原工場財団）

建物  2,994百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他
 1,608百万円

合計  4,722百万円

建物 2,837百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他
 1,545百万円

合計  4,502百万円

建物  2,938百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他
 1,439百万円

合計  4,497百万円

  

一年内返済予定長期借入金

   964百万円

長期借入金  2,410百万円

  

一年内返済予定長期借入金

   964百万円

長期借入金  1,446百万円

  

一年内返済予定長期借入金

   964百万円

長期借入金  1,928百万円

　３　保証債務

  ㈱京都環境保全公社の借入金に対

し、784百万円の連帯保証(当社の

他６社)を行っています。なお、

７社の合議で負担割合を均等とす

る協定を結んでおります。

　３　保証債務

  ㈱京都環境保全公社の借入金に対

し、679百万円の連帯保証(当社の

他６社)を行っています。なお、

７社の合議で負担割合を均等とす

る協定を結んでおります。

　３　保証債務

    　　　　同左

４　輸出手形割引高  11百万円 ４　輸出手形割引高    15百万円 ４　輸出手形割引高    7百万円

  ※５　中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、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

間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

　

　受取手形

 

45百万円 
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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項目 ※１　営業外収益のうち主要項目 ※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息   29百万円

有価証券利息   11百万円

受取配当金   89百万円

賃貸料    136百万円

過年度売上単価

変更 

 

67百万円

受取利息     43百万円

有価証券利息     12百万円

受取配当金    119百万円

賃貸料    142百万円

受取利息     64百万円

有価証券利息     28百万円

受取配当金    142百万円

賃貸料    279百万円

※２　営業外費用のうち主要項目 ※２　営業外費用のうち主要項目 ※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息   27百万円

寄付金   73百万円

棚卸資産廃棄評

価損

  

29百万円

固定資産廃棄損  76百万円

支払利息     20百万円

寄付金     78百万円

棚卸資産廃棄評

価損

  

  88百万円

固定資産廃棄損    33百万円

賃貸物件費用    53百万円

支払利息     50百万円

寄付金    152百万円

棚卸資産廃棄評

価損

   

  51百万円

固定資産廃棄損   117百万円

賃貸物件費用    107百万円

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

 ――――――  ―――――― 土地売却益    292百万円

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産    817百万円

無形固定資産    180百万円

投資不動産   22百万円

有形固定資産    744百万円

無形固定資産    104百万円

投資不動産     20百万円

有形固定資産  1,673百万円

無形固定資産    360百万円

投資不動産     44百万円
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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）

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
（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 2,088 426 0 2,514

合計 2,088 426 0 2,514

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加426千株の内、400千株は取締役会決議による自己株式の買付けによる増加であ

り、26千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

－ 13 －



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

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

　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

　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

有形固定資
産のその他
（百万円）

取得価額相当額 59

減価償却累計額相当
額

39

中間期末残高相当額 20

有形固定資
産のその他
（百万円）

取得価額相当額 34

減価償却累計額相当
額

19

中間期末残高相当額 14

有形固定資
産のその他
（百万円）

取得価額相当額 59

減価償却累計額相当
額

47

期末残高相当額 12

（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）　　　　 同左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

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。

２．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

２．未経過リース料期末残高相当額

一年内   10百万円

一年超   9百万円

合計   20百万円

一年内     7百万円

一年超    7百万円

合計     14百万円

一年内    6百万円

一年超     6百万円

合計     12百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相

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）　　　　 同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

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。

３．当中間会計期間の支払リース料及

び減価償却費相当額

３．当中間会計期間の支払リース料及

び減価償却費相当額

３．当事業年度の支払リース料及び減

価償却費相当額

(1)支払リース料  7百万円

(2)減価償却費相当額

 7百万円

(1)支払リース料   3百万円

(2)減価償却費相当額

  3百万円

(1)支払リース料     14百万円

(2)減価償却費相当額

    14百万円

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
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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で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

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  1,045円10銭

１株当たり中間純利益   18円76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。

１株当たり純資産額  1,070円84銭

１株当たり中間純利益    11円17銭

　          　同左

１株当たり純資産額  1,077円25銭

１株当たり当期純利益    21円45銭

　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。

　（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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 1,279 760 1,517

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 54

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (54)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,279 760 1,462

期中平均株式数（千株） 68,207 68,015 68,193

－ 15 －


