
 

平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要         平成 18 年 11 月 15 日 

 

上 場 会 社 名 株式会社 ハネックス                上場取引所  東証第２部 

コ ー ド 番 号    5267                           本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.hanex-grp.co.jp ） 

代 表 者            役職名 代表取締役社長  氏 名 仙波 不二夫 

問 合 せ 先 責 任 者            役職名 管理本部本部長  氏 名 岡村 利 明  ＴＥＬ (03)3345－7831 

中間決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日    配当支払開始日 ―――――――――― 

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                      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 2,339 △5.8 △134 ― △153 ―

 17 年 9 月中間期 2,482 △12.7 62 △46.0 36 11.3

 18 年 3 月期 6,466 △6.0 380 △44.4 314 △44.2
 

 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 510 ― 16 18 

 17 年 9 月中間期 14 △99.5 0 59 

 18 年 3 月期 412 △87.5 16 80 

（注）1.期中平均株式数      18年 9月中間期  普通株式 31,555,270株  優先株式  1,200,000株 

                 17年 9月中間期  普通株式 24,348,948株  優先株式  1,200,000株 

                 18年 3月期    普通株式 24,540,474株  優先株式  1,200,000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     17,024     6,954      40.8     198.10 

 17 年 9 月中間期     16,219     4,729      29.2     169.61 

 18 年 3 月期    17,686     5,687     32.2    193.96 

（注）1.期末発行済株式数     18年 9月中間期  普通株式 32,076,099株  優先株式  1,200,000株 

                 17年 9月中間期  普通株式 24,346,476株  優先株式  1,200,000株 

                 18年 3月期    普通株式 26,149,385株  優先株式  1,200,000株 

   2.期末自己株式数      18年 9月中間期    87,756株     17年 9月中間期    75,116株 

                 18年 3月期      80,837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    6,400     200     600 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    18円71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）        ─        ─ 
       ─ 

 

上記に記載した業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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「期中平均株式数」（自己株式控除後） 

 

 17 年 9 月期中 18 年 9 月期中 18 年 3 月期 

 株 株 株

普通株式 24,348,948 31,555,270 24,540,474

優先株式 1,200,000 1,200,000 1,200,000

（第１回優先株式） (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000)

 

 

「期末発行済株式数」（自己株式控除後） 

 

 17 年 9 月期中 18 年 9 月期中 18 年 3 月期 

 株 株 株  

普通株式 24,346,476 32,076,099 26,149,385  

優先株式 1,200,000 1,200,000 1,200,000  

（第１回優先株式） (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000)  

 

 

 

 

「１．平成１９年３月中間期の業績」指標算式 

 

 

○１株当たり中間（当期）純利益 

 

中間（当期）純利益 

普通株式の期中平均株式数 

 

 

 

○１株当たり純資産 

 

中間期末純資産－中間期末発行済優先株式数×発行価額 

中間期末の普通株式の発行済株式数 

 

 

 

「２．平成１９年３月期の業績予想」指標算式 

 

○１株当たり予想当期純利益（通期） 

 

予想当期純利益 

期末の普通株式の発行済株式数(当中間期末) 
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中間財務諸表等 

【 中間財務諸表 】 

【１】 中間貸借対照表 

（単位：千円）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

％ ％ ％

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 601,231 1,545,200 943,969 1,145,271

受取手形 1,107,994 1,041,924 △ 66,069 1,808,005

売掛金 888,812 833,916 △ 54,896 990,643

商品 209,059 222,954 13,895 231,143

製品 1,259,774 1,308,246 48,472 1,012,489

原材料 78,016 78,206 189 81,516

仕掛品 9,044 　　　　　　－ △ 9,044 　　　　　　－

貯蔵品 4,508 7,544 3,035 6,653

前払費用 44,615 40,165 △ 4,449 28,747

繰延税金資産 　　　　　　－ 130,202 130,202 　　　　　　－

その他 72,397 74,007 1,610 47,064

貸倒引当金 △ 11,100 △ 9,750 1,350 △ 11,600

4,264,355 26.3 5,272,618 31.0 1,008,263 5,339,934 30.2

Ⅱ 固定資産

　1.有形固定資産

建物 464,150 486,187 22,037 503,169

構築物 214,190 201,011 △ 13,178 211,134

機械装置 640,856 607,007 △ 33,848 602,351

車輌運搬具 12,124 9,899 △ 2,225 11,212

工具器具備品 69,989 102,845 32,855 111,816

土地 7,624,912 7,416,302 △ 208,610 7,579,997

建設仮勘定 937 3,289 2,351 1,713

9,027,162 55.6 8,826,544 51.9 △ 200,617 9,021,393 51.0

　2.無形固定資産 62,132 0.4 125,807 0.7 63,675 42,852 0.2

　3.投資その他の資産

投資有価証券 1,451,653 1,338,674 △ 112,979 1,755,053

長期貸付金 2,266,411 2,239,539 △ 26,872 2,352,865

長期前払費用 920 40 △ 879 80

生命保険掛金 9,655 11,095 1,440 9,965

建物賃借敷金 103,480 103,249 △ 230 104,223

繰延税金資産 　　　　　　－ 10,057 10,057 　　　　　　－

その他 56,966 51,855 △ 5,110 51,502

貸倒引当金 △ 1,022,800 △ 955,400 67,399 △ 991,498

2,866,286 17.7 2,799,111 16.4 △ 67,174 3,282,193 18.6

11,955,580 73.7 11,751,463 69.0 △ 204,117 12,346,439 69.8

16,219,936 100.0 17,024,082 100.0 804,146 17,686,374 100.0資産合計

前中間会計期間末 当中間会計期間末 比較
増減

投資その他の資産合計

(資産の部)

流動資産合計

有形固定資産合計

固定資産合計

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)
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（単位：千円）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

％ ％ ％

Ⅰ 流動負債

支払手形 787,278 1,059,084 271,805 1,247,831

買掛金 311,235 240,649 △ 70,586 263,946

短期借入金 4,763,575 3,149,056 △ 1,614,519 3,429,603

1年内返済予定長期借入金 132,176 269,176 137,000 285,676

未払金 556,432 448,200 △ 108,232 455,916

未払法人税等 4,023 10,472 6,448 19,808

未払費用 15,405 26,803 11,397 15,679

賞与引当金 26,513 28,210 1,697 25,817

事業再構築損失引当金 184,363 135,200 △ 49,163 145,037

関係会社整理損失引当金 141,575 25,514 △ 116,060 28,064

その他 8,268 87,313 79,044 9,856

6,930,849 42.7 5,479,680 32.2 △ 1,451,168 5,927,237 33.5

Ⅱ 固定負債

社債 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 900,000

長期借入金 1,087,932 1,328,756 240,824 1,455,094

退職給付引当金 561,290 553,530 △ 7,759 548,493

役員退職慰労引当金 41,000 75,840 34,840 67,200

長期未払金 　　　　　　－ 45,640 45,640 63,784

繰延税金負債 285,546 　　　　　　－ △ 285,546 457,015

再評価に係る繰延税金負債 2,584,021 2,586,375 2,353 2,579,925

4,559,791 28.1 4,590,143 27.0 30,352 6,071,512 34.3

11,490,640 70.8 10,069,824 59.2 △ 1,420,816 11,998,750 67.8

Ⅰ 資本金 703,751 4.3 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 854,258 4.9

Ⅱ 資本剰余金

資本準備金 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 149,492

資本剰余金合計 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 149,492 0.8

Ⅲ 利益剰余金

中間（当期）未処分利益
　　（△未処理損失）

△ 323,638 　　　　　　－ 　　　　　　－ 80,625

△ 323,638 △ 2.0 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 80,625 0.5

Ⅳ 再評価差額金 3,922,888 24.2 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 3,916,640 22.2

Ⅴ その他有価証券評価差額金 435,531 2.7 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 697,063 3.9

Ⅵ 自己株式 △ 9,236 △ 0.1 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ △ 10,457 △ 0.1

4,729,296 29.2 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 5,687,623 32.2

16,219,936 100.0 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 17,686,374 100.0

資本合計

(資本の部)

利益剰余金合計

流動負債合計

固定負債合計

前事業年度の
要約貸借対照表

負債及び資本合計

(平成18年3月31日)

(負債の部)

比較
増減

(平成17年9月30日) (平成18年9月30日)

負債合計

前中間会計期間末 当中間会計期間末
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（単位：千円）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

Ⅰ 株主資本

1 資本金 　　　　　　－ 　　　　　　－ 1,305,387 7.7 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

2 資本剰余金

 (1)資本準備金 　　　　　　－ 24,583 　　　　　　－ 　　　　　　－

 (2)その他資本剰余金 　　　　　　－ 573,780 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 598,364 3.5 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

3 利益剰余金

 (1)その他利益剰余金

    繰延利益剰余金 　　　　　　－ 596,746 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 596,746 3.5 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

4 自己株式 　　　　　　－ 　　　　　　－ △ 11,460 △0.1 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 2,489,038 14.6 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

Ⅱ評価・換算差額等

土地再評価差額金 　　　　　　－ 3,918,392 　　　　　　－ 　　　　　　－

その他有価証券評価差額金 　　　　　　－ 546,828 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 4,465,220 26.2 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 6,954,258 40.8 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

　　　　　　－ 　　　　　　－ 17,024,082 100.0 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－

比較
増減

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

前事業年度の
要約貸借対照表

前中間会計期間末 当中間会計期間末

評価・換算差額等合計

純資産合計

負債純資産合計

(純資産の部)

資本剰余金合計

株主資本合計

利益剰余金合計
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【２】中間損益計算書 

（単位：千円）

区分 金　額 百分比 金　額 百分比 金　額 金　額 百分比

％ ％ ％

Ⅰ 売上高 2,482,970 100.0 2,339,566 100.0 △ 143,404 6,466,145 100.0

Ⅱ 売上原価 1,811,183 72.9 1,842,885 78.8 31,701 4,803,351 74.3

Ⅲ 運搬費 144,764 5.8 153,553 6.6 8,789 392,286 6.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費 464,212 18.7 477,902 20.4 13,690 890,381 13.8

62,810 2.5 △ 134,774 △ 5.8 △ 197,585 380,125 5.9

Ⅴ 営業外収益

受取利息及び配当金 40,035 44,795 4,760 79,564

　　その他 35,685 31,586 △ 4,098 65,633

営業外収益合計 75,720 3.0 76,381 3.3 661 145,198 2.2

Ⅵ 営業外費用

支払利息及び割引料 98,669 85,067 △ 13,602 193,156

その他 3,803 9,883 6,080 17,459

営業外費用合計 102,473 4.1 94,950 4.1 △ 7,522 210,616 3.2

36,057 1.5 △ 153,343 △ 6.6 △ 189,401 314,707 4.9

Ⅶ 特別利益

固定資産売却益 　　　　　　－ 39,940 39,940 　　　　　　－

投資有価証券売却益 　　　　　　－ 70,100 70,100 　　　　　　－

貸倒引当金戻入額 　　　　　　－ 47,803 47,803 26,076

関係会社清算益 20,000 　　　　　　－ △ 20,000 20,000

事業再構築損失引当金戻入額 　　　　　　－ 7,437 7,437 12,700

その他 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　　－ 198,000

特別利益合計 20,000 0.8 165,281 7.1 145,281 256,776 4.0

Ⅷ 特別損失

固定資産売却損 4,109 2,770 △ 1,339 6,937

固定資産除却損 434 166 △ 267 55,169

減損損失 2,275 　　　　　　－ △ 2,275 36,275

役員退職慰労金 925 　　　　　　－ △ 925 925

過年度役員退職慰労引当金繰入額 32,379 　　　　　　－ △ 32,379 49,959

貸倒引当金繰入額 　　　　　　－ 9,855 9,855 　　　　　　－

その他 1,893 　　　　　　－ △1,893 4,867

特別損失合計 42,017 1.7 12,793 0.5 △ 29,224 154,134 2.4

税引前中間(当期)純利益(△損失) 14,040 0.6 △ 855 △ 0.0 △ 14,895 417,349 6.5

法人税、住民税及び事業税 2,555 0.1 △ 26,402 △ 1.1 △ 28,958 11,945 0.2

法人税等調整額 △ 2,886 △ 0.1 △ 485,040 △ 20.7 △ 482,153 △ 6,982 △ 0.1

14,370 0.6 510,587 21.8 496,216 412,387 6.4

前期繰越損失 342,552 　　　　　　－ 　　　　　　－ 342,552

土地再評価差額金取崩額 4,542 　　　　　　－ 　　　　　　－ 10,790

△ 323,638 　　　　　　－ 　　　　　　－ 80,625

比較
増減（自　平成17年4月 1日

   至　平成17年9月30日）
（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18年3月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

前中間会計期間 当中間会計期間

中間(当期)未処分利益
（△未処理損失）

経常利益（△損失）

中間(当期)純利益

営業利益（△損失）
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【３】 中間株主資本等変動計算書 

(単位：千円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成18年3月31日残高 854,258 149,492 　 149,492 80,625 80,625 △ 10,457 1,073,919

中間会計期間中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

新株の発行（新株予約権の行使） 451,128 448,871 　 448,871 　 　 　 900,000

資本準備金の取崩し 　 △ 573,780 573,780 　 　 　 　 　

中間純利益 　 　 　 　 510,587 510,587 　 510,587

土地再評価差額金取崩額 　 　 　 　 5,533 5,533 　 5,533

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 △ 1,002 △ 1,002

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 451,128 △ 124,909 573,780 448,871 516,121 516,121 △ 1,002 1,415,118

平成18年9月30日残高 1,305,387 24,583 573,780 598,364 596,746 596,746 △ 11,460 2,489,038

評価・換算差額等

土地再評価
差額金

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 3,916,640 697,063 4,613,704 5,687,623

中間会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 900,000

資本準備金の取崩し

中間純利益 510,587

土地再評価差額金取崩額 5,533

自己株式の取得 △ 1,002

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額（純額）

1,751 △ 150,235 △ 148,483 △ 148,483

中間会計期間中の変動額合計 1,751 △ 150,235 △ 148,483 1,266,634

平成18年9月30日残高 3,918,392 546,828 4,465,220 6,954,258

純資産合計

資本金 自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金計 利益剰余金計
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【４】中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

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・・・・総平均法による原価法 

    ② その他有価証券 

      （イ）時価のあるもの・・・・・・・中間会計期間末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方式により処理し、売却原価は総平均法により算定） 

      （ロ）時価のないもの・・・・・・・総平均法による原価法 

 （２）たな卸資産 

    ① 製品、仕掛品・・・・・・・・・・・先入先出法による原価法 

    ② 商品、原材料、貯蔵品・・・・・・・最終仕入原価法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

 （１）有形固定資産 

    ① 定率法によっております。 

      ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 

    ② 取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として 3 年間で均等償却する方法によ

っております。 

 （２）無形固定資産 

    自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額法、それ以外の無形固定資産については定

額法によっております。 

 （３）長期前払費用 

    定額法によっております。 

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。 

 （２）賞与引当金 

    使用人に対して支給する賞与に充てるため、支払見積額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。 

 （３）事業再構築損失引当金 

    再建計画の実行に伴い、当社において発生することが見込まれる事業再構築に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上

しております。 

 （４）関係会社整理損失引当金 

    関係会社の事業整理に伴い負担することとなる損失に備えるため、当該損失見積額を計上しております。 

 （５）退職給付引当金 

    使用人の退職給付に備えるため、当期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。 

    数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理については、発生時の会計年度に費用処理しております。 

 （６）役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間会計期間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。 
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５．重要なヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の方法として繰延ヘッジ処理によっております。 

 

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項 

 （１）消費税等の処理方法 

    税抜き方式によっております。 

 （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。 

 

【５】会計処理の変更 

 

（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）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）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 6,954,258 千円であります。 

 中間財務諸表規則の改正により、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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【６】注記事項 

 

【 中間貸借対照表関係 】 

 [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

１．有形固定資産の減価償却累計額 4,098,767 千円 4,319,764 千円 4,212,474 千円

 

２．担保提供資産 

   担保に供している資産 [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

  定期預金 60,000 千円 60,000 千円 60,000 千円

  有形固定資産 7,968,566 千円 7,729,804 千円 7,904,594 千円

  投資有価証券 580,937 千円 915,846 千円 1,078,345 千円

 合     計 8,609,503 千円 8,705,650 千円 9,042,939 千円

 

 [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

３．保証債務 282,276 千円 1,223,595 千円 223,766 千円

  

 [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

４．受取手形裏書譲渡高 3,511 千円 ― 千円 13,992 千円

 

５．消費税等の取扱い 

[前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、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。 

同左 ― 

 

【 中間損益計算書関係 】 

 

１．当社の売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期における出荷高の割合が大きいため、会計年度の上半期の

売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 

 

２．減価償却実施額 

  [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

 有形固定資産 118,160 千円 110,461 千円 236,078 千円

 無形固定資産 2,779 千円 803 千円 1,257 千円

 

【 中間株主資本等変動計算書関係 】 

 

自己株式に関する事項 

 株式の種類 
前事業年度末 

平成 18 年 3 月期 
増加 減少 

当中間会計期間末 

平成 18 年 9 月末 

 自己株式  

 普通株式（株） 80,837 7,819 900 87,756
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【 リース取引関係 】 

 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 

（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及び中間期末残高相当額 

(単位:千円) 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

中間 

期末残高

相当額 

取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

中間 

期末残高

相当額 

取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

機械装置及び 

運搬具 
893,529 535,529 358,000 888,429 642,769 245,660 888,429 586,904 301,525

その他 51,866 41,149 10,716 52,700 21,594 31,105 43,920 38,052 5,867

合計 945,395 576,678 368,717 941,129 664,364 276,765 932,349 624,956 307,393

 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 

  [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

  １ 年 以 内 128,687 千円 146,536 千円 126,146 千円

  １  年  超 284,698 千円 241,822 千円 223,260 千円

     計    413,386 千円 388,358 千円 349,406 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 

  [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

  支払リース料         83,405 千円 73,929 千円 157,722 千円

  減価償却費相当額 68,314 千円 60,327 千円 129,000 千円

  支払利息相当額         12,180 千円 8,791 千円 22,549 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。 

 

 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。 

 

（貸手側） 

未経過リース料中間期末残高相当額 

  [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

  １ 年 以 内 ― 千円 26,332 千円 ― 千円

  １  年  超 ― 千円 48,057 千円 ― 千円

     計    ― 千円 74,389 千円 ― 千円

 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リ

ース料期末残高相当額に含まれております。 
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オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  [前中間会計期間] [当中間会計期間] [前事業年度] 

  １ 年 以 内 1,215 千円 912 千円 1,215 千円

  １  年  超 912 千円 ― 千円 304 千円

     計    2,128 千円 912 千円 1,520 千円

 

 

【 有価証券関係 】 

 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）及び前事業年度（平成 18 年 3 月 31 日）に

おける子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

【 重要な後発事象 】 

 平成 18 年 11 月 15 日開催の当社取締役会において、次のとおり、当社第一回優先株式の一部について、取得及び消却を行うことを

決議いたしました。 

 

 取得の内容  

（１）取得する株式の種類  第一回優先株式

（２）取得株式の総数 1,154,000 株

（３）取得価額 一株につき 650 円

（４）取得価額の総額  750,100,000 円

（５）取得先 株式会社りそな銀行

（６）取得予定日 平成 18 年 11 月 27 日
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