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上場会社名 タカラバイオ株式会社 上場取引所 東証マザーズ
コード番号 4974 本社所在都道府県 滋賀県 
(URL　http://www.takara-bio.co.jp/)
代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　加藤　郁之進　
問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　木村　　　睦　 ＴＥＬ（077）543－7212
決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日 －
単元株制度採用の有無 無   

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 （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 6,893 15.8 △517 － △304 －
17年９月中間期 5,953 0.6 △986 － △791 －

18年３月期 14,096 △986 △610

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 △69 － △248 26
17年９月中間期 △901 － △3,429 49

18年３月期 △1,621 △6,088 71

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 279,527株 17年９月中間期 262,899株 18年３月期 266,300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 39,183 35,616 90.9 127,016 87
17年９月中間期 39,533 31,337 79.3 118,282 22

18年３月期 38,966 35,404 90.9 126,896 76

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 280,409株 17年９月中間期 264,942株 18年３月期 278,999株
②期末自己株式数 18年９月中間期 8.87株 17年９月中間期 2.70株 18年３月期 8.87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 13,286 △206 0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 0円00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 － － －

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － － －

※　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。今後発生する状況の変化等によっては、実際の業績等は上記予想数値と異なる場合があります。
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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）
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   6,765   3,449    5,755  

２．受取手形 ※３  873   1,272    1,361  

３．売掛金   2,828   3,013    3,202  

４．有価証券   1,999   4,997    1,999  

５．たな卸資産   2,586   2,084    2,421  

６．その他 ※２  954   725    683  

貸倒引当金   △3   －    △4  

流動資産合計   16,005 40.5  15,542 39.7 △462  15,419 39.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物  4,811   4,883    4,814   

減価償却累計額  2,409 2,402  2,592 2,291   2,503 2,310  

(2）工具、器具及び備品  4,765   5,315    5,136   

減価償却累計額  3,601 1,163  4,050 1,264   3,836 1,299  

(3）土地   4,040   4,040    4,040  

(4）その他  4,187   3,865    3,909   

減価償却累計額  2,869 1,318  3,003 862   2,968 940  

有形固定資産合計   8,924 22.6  8,457 21.6 △467  8,591 22.0

２．無形固定資産   209 0.5  163 0.4 △45  188 0.5

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券   738   －    131  

(2）関係会社株式   9,057   9,113    9,136  

(3）関係会社出資金   2,651   2,874    2,725  

(4）関係会社長期貸付金   －   1,449    1,202  

(5）長期前払費用   1,333   1,253    1,299  

(6）その他   612   328    271  

貸倒引当金   △0   －    △1  

投資その他の資産合計   14,393 36.4  15,019 38.3 625  14,766 37.9

固定資産合計   23,527 59.5  23,640 60.3 112  23,546 60.4

資産合計   39,533 100.0  39,183 100.0 △349  38,966 100.0

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   1,395   1,122    1,101  

２．賞与引当金   258   237    249  

３．その他 ※２  1,112   1,192    1,215  

流動負債合計   2,765 7.0  2,552 6.5 △212  2,566 6.6

Ⅱ　固定負債            

１．新株予約権付社債   4,500   －    －  

２．退職給付引当金   794   865    833  

３．役員退職慰労引当金   110   －    130  

４．その他   24   148    32  

固定負債合計   5,429 13.7  1,013 2.6 △4,415  995 2.5

負債合計   8,195 20.7  3,566 9.1 △4,628  3,562 9.1
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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   6,375 16.1  － － △6,375  8,739 22.4

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  25,925   －    28,289   

資本剰余金合計   25,925 65.6  － － △25,925  28,289 72.6

Ⅲ　利益剰余金            

中間（当期）未処理損
失

 901   －    1,621   

利益剰余金合計   △901 △2.3  － － 901  △1,621 △4.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △60 △0.1  － － 60  － －

Ⅴ　自己株式   △1 △0.0  － － 1  △3 △0.0

資本合計   31,337 79.3  － － △31,337  35,404 90.9

負債資本合計   39,533 100.0  － － △39,533  38,966 100.0
            
（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  8,880 22.7 8,880  － －

２．資本剰余金            

資本準備金  －   26,808    －   

資本剰余金合計   － －  26,808 68.4 26,808  － －

３．利益剰余金            

繰越利益剰余金  －   △69    －   

利益剰余金合計   － －  △69 △0.2 △69  － －

４．自己株式   － －  △3 △0.0 △3  － －

 　株主資本合計   － －  35,616 90.9 35,616  － －

Ⅱ　評価・換算差額等   － －  － － －  － －

 純資産合計   － －  35,616 90.9 35,616  － －

 負債及び純資産合計   － －  39,183 100.0 39,183  － －
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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   5,953 100.0  6,893 100.0 939  14,096 100.0

Ⅱ　売上原価   3,578 60.1  4,144 60.1 565  8,102 57.5

売上総利益   2,374 39.9  2,748 39.9 374  5,993 42.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,361 56.5  3,266 47.4 △94  6,979 49.5

営業損失   986 △16.6  517 △7.5 468  986 △7.0

Ⅳ　営業外収益            

１．受取配当金  146   146    175   

２．受託研究補助金  39   22    190   

３．その他  34 220 3.7 48 216 3.2 △3 75 441 3.1

Ⅴ　営業外費用            

１．たな卸資産廃棄損  －   －    20   

２．社債発行費  6   －    －   

３．新株発行費  4   －    34   

４．その他  13 24 0.4 4 4 0.1 △20 11 65 0.4

経常損失   791 △13.3  304 △4.4 486  610 △4.3

Ⅵ　特別利益            

１．投資有価証券売却益  －   258    －   

２．契約改定による過年度
費用減少

 －   80    －   

３．その他  1 1 0.0 6 344 5.0 342 0 0 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却・除却損  7   8    8   

２．投資有価証券評価損  －   78    667   

３．量産化に伴う初期損
失

 －   －    216   

４．その他  － 7 0.1 7 94 1.4 87 － 891 6.4

税引前中間（当期）
純損失

  797 △13.4  54 △0.8 742  1,501 △10.7

法人税、住民税及び
事業税

 17   14    32   

法人税等調整額  86 104 1.7 － 14 0.2 △89 86 119 0.8

中間（当期）純損失   901 △15.1  69 △1.0 832  1,621 △11.5

前期繰越利益   －   －    －  

中間（当期）未処理
損失

  901   －    1,621  

            

(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

評価・

換算

差額等

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

株主資本

合計
資本

準備金

その他

資本

剰余金

利益

準備金

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

　　　　　　（百万円）
8,739 28,289 － － － △1,621 △3 35,404 － 35,404

中間会計期間中の変動額 

増資による新株の発行 141 141      282  282

欠損てん補のための

資本準備金の取崩し
 △1,621    1,621  －  －

中間純利益      △69  △69  △69

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（百万円） 
141 △1,480 － － － 1,552 － 212 － 212

平成18年９月30日残高

　　　　　　（百万円）
8,880 26,808 － － － △69 △3 35,616 － 35,616
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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

 
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）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

①　有価証券

(1）子会社株式及び関連会社株式

　同左

①　有価証券

(1）子会社株式及び関連会社株式

　同左

(2）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(2）満期保有目的の債券

　同左

(2）満期保有目的の債券

　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）

(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）

(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）

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　たな卸資産

総平均法による原価法

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　ドラゴンジェノミクスセンター

所在の資産は定額法、その他の資

産は定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　　３～50年

工具、器具及び備品　２～20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

　定額法によっております。

(2）無形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

　同左

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

能性を検討し、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

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち当期の負担額を計上しておりま

す。

 (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。

　なお、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。

(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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　なお、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）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員に対する退職

慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給額の100

％相当額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

────────

(4）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員に対する退職

慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額の100％相当

額を計上しております。

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。

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

会計処理によっております。

　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．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。また、為替変動リスクのヘッ

ジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用

しております。

①　ヘッジ会計の方法

　同左

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　ロイヤリティ支

払に伴う外貨建

債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　ロイヤリティ支

払に伴う外貨建

債務

③　ヘッジ方針

　為替相場の変動による外貨建債

務への影響を軽減するため、デリ

バティブ取引に関する内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場の変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

　同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段である為替予約は、

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

を固定することから、ヘッジ開始

時及びその後においても継続して

キャッシュ・フローの変動が相殺

されるものであるためヘッジ有効

性の判定は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要事項

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

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）

────── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は35,616

百万円であります。

　なお、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貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

──────

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） 

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「投資有価証券」（当中

間会計期間末残高52百万円）は、金額が僅少となったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。

　また、前中間会計期間まで「関係会社長期貸付金」（前中間会計期間

末残高338百万円）は投資その他の資産の「その他」に含めておりまし

たが、金額の重要性が増したため、当中間会計期間より区分掲記してお

ります。 

（損益計算書） 

  前中間会計期間まで区分掲記しておりました「新株発行費」（当中間

会計期間発生額３百万円）は、金額が僅少となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。
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追加情報

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）

 ────── （役員退職慰労引当金） 

　平成18年６月23日開催の当社第４回定時株主

総会終結の時をもって、当社は役員退職慰労金

制度を廃止し、在任中の取締役及び監査役に対

し打切り支給することといたしました。支給の

時期は、取締役又は監査役退任時とし、その総

額130百万円を支給時まで固定負債の「その他」

に計上しております。

 ──────

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 偶発債務 偶発債務 偶発債務

　保証債務（金融機関からの借入債務及び

リース会社からの割賦・リース債務に対す

る保証）

　保証債務（金融機関からの借入債務及び

リース会社からの割賦・リース債務に対す

る保証）

　保証債務（金融機関からの借入債務及び

リース会社からの割賦・リース債務に対す

る保証）

瑞穂農林㈱ 1,572百万円

ミズマチ・タカラバイオ㈱ 15

計 1,587

瑞穂農林㈱ 724百万円

ミズマチ・タカラバイオ㈱ 7

計 732

瑞穂農林㈱ 746百万円

ミズマチ・タカラバイオ㈱ 11

計 757

　なお、ミズマチ・タカラバイオ㈱の割賦・

リース債務については、当社の他１名によ

る連帯保証であり、その総額を記載してお

ります。

　なお、ミズマチ・タカラバイオ㈱の割賦・

リース債務については、当社の他１名によ

る連帯保証であり、その総額を記載してお

ります。

　なお、ミズマチ・タカラバイオ㈱の割賦・

リース債務については、当社の他１名によ

る連帯保証であり、その総額を記載してお

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

の上、金額的重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

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

の上、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

────── 

※３  ────── 

 

期末日満期手形の処理

　受取手形は手形交換日をもって決済処理

しております。当中間会計期間末日は金融

機関の休日のため、198百万円の期末日満期

手形が含まれております。

──────  

（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 減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産 435百万円

無形固定資産 30

計 465

有形固定資産 413百万円

無形固定資産 29

計 442

有形固定資産 905百万円

無形固定資産 59

計 965

　２   当社の主たる事業である遺伝子工学研究

分野における顧客の属性は、大学や公立の

研究機関等が大半を占めており、当社へ発

注戴く予算の決定時期等の理由から、当社

の売上計上時期は事業年度下半期に偏る傾

向にあるため、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。

  なお、当中間会計期間末に至る１年間の

売上高は次のとおりであります。 

前事業年度の下半期 6,916百万円

当中間会計期間 5,953

計 12,869

  当社の主たる事業である遺伝子工学研究

分野における顧客の属性は、大学や公立の

研究機関等が大半を占めており、当社へ発

注戴く予算の決定時期等の理由から、当社

の売上計上時期は事業年度下半期に偏る傾

向にあるため、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。

  なお、当中間会計期間末に至る１年間の

売上高は次のとおりであります。 

前事業年度の下半期 8,142百万円

当中間会計期間 6,893

計 15,035

──────

（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（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）

当中間会計期間末
株式数（株）

　普通株式 8.87 － － 8.87

　　合計 8.87 － － 8.87
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①　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
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）

（借手側） （借手側） （借手側）

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（注）

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
工具、器具
及び備品
(百万円)

有形固定資
産のその他
(百万円)

無形固定資
産
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額相当

額
1,791 87 12 1,892

減価償却累計

額相当額
1,576 2 9 1,588

中間期末残高

相当額
214 84 3 303

工具、器具
及び備品
(百万円)

有形固定資
産のその他
(百万円)

無形固定資
産
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額相当

額
206 121 13 340

減価償却累計

額相当額
185 13 12 211

中間期末残高

相当額
20 107 1 129

工具、器具
及び備品
(百万円)

有形固定資
産のその他
(百万円)

無形固定資
産
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額相当

額
309 87 12 409

減価償却累計

額相当額
262 6 10 279

期末残高相当

額
46 81 2 130

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(注)

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年以内 211百万円

１年超 101

合計 312

１年以内 32百万円

１年超 97

合計 129

１年以内 57百万円

１年超 76

合計 133

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、減価償却費相当額及び減損損失(注)

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 194百万円

減価償却費相当額 185百万円

支払利息相当額 4百万円

支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34百万円

  

支払リース料 376百万円

減価償却費相当額 358百万円

支払利息相当額 8百万円

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

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

──────

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。

（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

（注）未経過リース料中間期末残高の、有形固定資産の中間期末残高残高等に対する割合が低いため、当中間会計期間より、取得価額相当額、未

経過リース料中間期末残高相当額及び減価償却費相当額は支払利子込み法により算定しております。なお、これにより前事業年度に採用し

ておりました原則的方法に比べて、各々の金額が次のとおり増加いたしました。

取得価額相当額 45 百万円 

減価償却累計額相当額 14 百万円 

中間期末残高相当額 31 百万円  

未経過リース料中間期末残高相当額（１年以内） 4 百万円  

未経過リース料中間期末残高相当額（１年超） 23 百万円  

減価償却費相当額 2 百万円 

②　有価証券

種類

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

平成17年９月30日現在 平成18年９月30日現在 平成18年３月31日現在

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － － － － － － － －

関連会社株式 － － － 729 6,225 5,495 767 5,381 4,613

（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。
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