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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１５日 
 
上場会社名  セキ株式会社                 上 場 取 引 所  JQ 

コード番号  ７８５７                   本社所在都道府県 愛媛県 

（ＵＲＬ http://www.seki.co.jp） 

代  表  者  役職名 取締役社長        氏名 関 啓三 

問合せ先責任者  役職名 取締役経営管理本部 本部長 氏名 渡部義孝     TEL(089)945-0111 

決算取締役会開催日   平成１８年１１月１５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．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               （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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円  ％

4,822 （  1.6）
4,748 （  0.0）

百万円  ％

110 （△44.3）
197 （△ 0.7）

百万円  ％

251 （△ 4.5）
263 （  2.3）

18 年 3月期 10,213 497 742 
 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円  ％

135 （△23.3）
176 （ 21.0）

円  銭 

31  99 
41  69 

18 年 3 月期 407 93  36 
 
（注）1．期中平均株式数     18 年 9 月中間期 4,241,600 株  17 年 9 月中間期 4,241,600 株  18 年 3月期 4,241,600 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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円 

12,986 
12,245 

百万円

10,282 
10,053 

％ 

79.2 
82.1 

円  銭

2,424  12 
2,370  32 

18 年 3 月期 12,851 10,319 80.3 2,430  44 
 
（注）1．期末発行済株式数   18 年 9 月中間期 4,241,600 株  17 年 9 月中間期 4,241,600 株  18 年 3 月期 4,241,600 株 

   2．期末自己株式数    18 年 9 月中間期  266,400 株  17 年 9 月中間期  266,400 株  18 年 3 月期  266,400 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 

通 期 
百万円

10,500 
百万円

700 
百万円

400 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 94 円 30 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 

平成 18 年 3月期 8.00 8.00 16.00 

平成 19 年 3月期（実績） 9.00 － 

平成 19 年 3月期（予想） － 9.00 
18.00 

 
※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に基づき作成しております。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。なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項つきましては、添付資

料34ページをご参照下さい。 
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９．個別経営成績 

 

（１）当中間期の概況 

 当社の属する業界におきましては、印刷需要に回復傾向が見られたものの、広告媒体の複合化、受注

競争激化に伴う受注単価の下落や原油価格の高騰に伴う原材料価格の上昇等により、依然として厳しい

経営環境が続きました。 

 こうした情勢のもと、当社では、前期に導入しました世界初の実用稼動となる三菱重工業株式会社製

のバリアブルカットオフ輪転印刷機(ＭＡＸ-Ｖ)やハイデルベルグ社製のオフセット枚葉印刷機の活用

により、多様化する顧客ニーズへの対応ならびに印刷製品の品質向上、納期短縮、損紙低減等生産性向

上に努めました。また、紙の加工流通過程での管理認証である『ＣＯＣ認証』を取得し、国際的に地球

環境問題への関心が高まる中、森林資源の保全と二酸化炭素の削減に効果のある国際基準「ＦＳＣ（森

林管理協議会）認証紙」や国内古紙のリサイクルを進める「セキオリジナル再生紙シリーズ」の取り扱

いを拡大し、今後も増加が予想される環境に対する顧客ニーズに対応しました。 

 これに加え、個人情報の適切な保護、品質保証体制の維持、更に重要な企業課題である環境保護・環

境負荷の低減に向けての活動に努めましたが、昨年度導入しました上記機械設備の償却負担増等の影響

により、当中間期の業績につきましては、売上高は４８億２千２百万円（前年同期比１.６％増）となり

ました。利益につきましては、営業利益が１億１千万円（前年同期比４４.３％減）、経常利益が２億５

千１百万円（前年同期比４.５％減）、中間純利益が１億３千５百万円（前年同期比２３.３％減）となり

ました。 

 

（２）部門別の概況 

①出版印刷物部門 

 出版周辺領域や編集企画に関する積極的な企画提案営業を行いましたが、出版市場は引き続き厳しい

状況が続いており、出版印刷物部門の売上高は４億２千６百万円（前年同期比７.７％減）となりました。 

 

②商業印刷物部門 

 印刷需要の短納期化・低価格化に伴う企業間競争は厳しい状況が続く中、大都市圏における取引先の

新規開拓、既存取引先に対する印刷需要の掘り起こしに努めた結果、商業印刷物部門の売上高は２０億

３千２百万円（前年同期比２.７％増）となりました。 

 

③紙器加工品部門 

 新規取引先の開拓に努めたものの、原材料費の上昇、得意先が省資源への取り組みを強化しているこ

とに伴う包装の簡素化、また低価格化等により、紙器加工品部門の売上高は６億７百万円（前年同期比

１.７％減）となりました。 

 

④洋紙・板紙販売部門 

 原油価格の高騰に伴う原燃料費の上昇により印刷用紙の仕入価格が上昇したこと、印刷業界全般の合

理化と低価格化の影響を受けて販売価格が低下したこと、短納期化に伴う物流コストの上昇等により、

洋紙・板紙販売部門の事業環境は厳しい状況となりましたが、取引先の新規開拓、既存取引先に対する

印刷需要の掘り起こしに努めた結果、売上高は１１億２千５百万円（前年同期比１３.８％増）となりま

した。 
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⑤その他部門 

 好業績を続けているオフィス関連用品通信販売業者に対して、オリジナルティッシュペーパー、トイ

レットペーパー等の紙製品、紙おむつ等の衛生用品、地元特産の果実を原料とした清涼飲料水等３１品

目の商品を納入する営業活動を行った結果、その他部門の売上高は６億２千４百万円（前年同期比１０.

４％減）となりました。 

 

⑥美術館部門 

 特別企画展として平成１８年４月下旬から約１ヶ月間「小磯良平展」を開催しました。清楚で典雅な

作風で知られる同氏の作品のうち、生涯をかけて描き続けた婦人像を中心に油彩、パステル、版画等セ

キ美術館所蔵の作品を含め約５０点を展示し、５千４百名余りの方々にご来館いただきました。その結

果、美術館部門の収入は６百万円（前年同期比１０８.４％増）となりました。 

 

（３）通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、既存市場の成熟化による企業間競争の更なる激化や原材料価格の上昇

等、厳しい経営環境の継続が予想されますが、引き続き印刷関連事業を核としながら、経済構造の変化

に機敏に対応し、成長分野への積極的な展開に加え、経営のより一層の合理化・効率化を進めてまいり

ます。 

 以上により、平成１９年３月期の業績予想につきましては、当初の計画通り、売上高は１０５億円（前

年同期比２.８％増）、経常利益は７億円（前年同期比５.７％減）、当期純利益は４億円（前年同期比 

１.７％減）を見込んでおります。 

 なお、通期の見通しにつきましては、当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基

づき記載しており、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、今後の経済環境の変化や自然災

害等により、実際の業績は当該予想値とは異なる場合があることをご承知おきください。 
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１０．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) 

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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 ※２ 2,425,712 2,152,912 2,373,961  

 ２ 受取手形 ※３ 777,111 946,595 871,188  

 ３ 売掛金  1,763,523 1,707,947 1,907,387  

 ４ 有価証券  179,998 80,524 180,357  

 ５ たな卸資産  556,156 593,888 526,003  

 ６ 繰延税金資産  59,351 55,716 64,110  

 ７ その他  55,227 23,630 13,357  

   貸倒引当金  △14,417 △7,591 △15,207  

   流動資産合計   5,802,662 47.4 5,553,623 42.8  5,921,158 46.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１    

  (1) 建物  901,387 892,919 897,445  

  (2) 機械及び装置  890,638 1,489,270 1,028,695  

  (3) 工具器具及び備品  1,123,385 1,134,318 1,132,584  

  (4) 土地  1,001,646 1,001,646 1,001,646  

  (5) その他  29,373 30,845 47,712   

   有形固定資産合計  3,946,432 32.2 4,548,999 35.0 4,108,084  32.0

 ２ 無形固定資産  20,591 0.2 19,069 0.1 17,587  0.1

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  2,107,584 2,497,813 2,439,578  

  (2) その他  443,144 441,663 440,213  

   貸倒引当金  △75,240 △75,103 △75,228  

   投資その他の資産合計  2,475,489 20.2 2,864,373 22.1 2,804,563  21.8

   固定資産合計   6,442,512 52.6 7,432,442 57.2  6,930,236 53.9

   資産合計   12,245,175 100.0 12,986,066 100.0  12,851,394 100.0

     



 36

 

  
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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形 ※３ 528,958 447,043 342,910  

 ２ 買掛金 ※２ 753,696 822,521 1,036,630  

 ３ 未払法人税等  166,947 120,644 305,613  

 ４ 賞与引当金  107,146 108,938 98,289  

 ５ 役員賞与引当金  ― 5,500 ―  

 ６ その他 ※３ 130,980 697,700 157,600  

   流動負債合計 ※４  1,687,728 13.8 2,202,349 16.9  1,941,043 15.1

Ⅱ 固定負債     

 １ 繰延税金負債  227,126 216,422 314,462  

 ２ 退職給付引当金  166,925 181,540 173,259  

 ３ 役員退職慰労引当金  96,895 101,094 100,153  

 ４ その他  12,529 2,529 2,529  

   固定負債合計   503,476 4.1 501,586 3.9  590,403 4.6

   負債合計   2,191,205 17.9 2,703,935 20.8  2,531,447 19.7

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,201,700 9.8 ― ―  1,201,700 9.3

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金  1,333,500 ― 1,333,500  

   資本剰余金合計   1,333,500 10.9 ― ―  1,333,500 10.4

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  245,804 ― 245,804  1.9

 ２ 任意積立金  7,104,385 ― 7,104,385  55.3

 ３ 中間(当期)未処分利益  251,065 ― 447,294  3.5

   利益剰余金合計   7,601,255 62.1 ― ―  7,797,483 60.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   293,475 2.4 ― ―  363,223 2.8

Ⅴ 自己株式   △375,960 △3.1 ― ―  △375,960 △2.9

   資本合計   10,053,970 82.1 ― ―  10,319,947 80.3

   負債・資本合計   12,245,175 100.0 ― ―  12,851,394 100.0
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   1,201,700 9.3   

 ２ 資本剰余金     

    資本準備金   1,333,500   

   資本剰余金合計   1,333,500 10.3   

 ３ 利益剰余金     

   (1)利益準備金   245,804   

   (2)その他利益剰余金     

    特別償却準備金   15,839   

    固定資産圧縮積積立金   387,325   

    別途積立金   7,030,000   

    繰越利益剰余金   209,254   

   利益剰余金合計   7,888,224 60.7   

 ４ 自己株式   △375,960 △2.9   

   株主資本合計   10,047,464 77.4   

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券 
   評価差額金 

  234,666   

   評価・換算差額等 
   合計 

  234,666 1.8   

   純資産合計   10,282,130 79.2   

   負債・純資産合計   12,986,066 100.0   
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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) 

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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,748,735 100.0 4,822,842 100.0  10,213,299 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５  3,750,070 79.0 3,898,197 80.8  8,059,483 78.9

   売上総利益   998,665 21.0 924,645 19.2  2,153,816 21.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  801,046 16.8 814,645 16.9  1,656,528 16.2

   営業利益   197,619 4.2 110,000 2.3  497,287 4.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  68,836 1.4 144,197 3.0  251,068 2.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,267 0.1 2,801 0.1  5,914 0.1

   経常利益   263,188 5.5 251,395 5.2  742,441 7.3

Ⅵ 特別利益 ※３  49,982 1.1 10,437 0.2  82,716 0.8

Ⅶ 特別損失 ※４  492 0.0 2,117 0.0  21,310 0.2

   税引前中間(当期)純利益   312,678 6.6 259,716 5.4  803,848 7.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 160,645 126,401 386,435  

   法人税等調整額  △24,809 135,835 2.9 △2,358 124,043 2.6 10,408 396,844 3.9

   中間(当期)純利益   176,842 3.7 135,672 2.8  407,003 4.0

   前期繰越利益   74,222  74,222 

   中間配当額   ―  33,932 

   中間(当期)未処分利益   251,065  447,294 
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（２）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 

特別償却準備金
固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

平成18年３月31日残高(千円) 1,201,700 1,333,500 245,804 28,302 396,082 6,680,000

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   

 利益処分による役員賞与   

 中間純利益   

 特別償却準備金の取崩  △12,462  

 圧縮積立金の取崩  △8,757 

 別途積立金の積立   350,000

 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) 
― ― ― △12,462 △8,757 350,000

平成18年９月30日残高(千円) 1,201,700 1,333,500 245,804 15,839 387,325 7,030,000

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

 

繰越利益剰余金 

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 447,294 7,797,483 △375,960 9,956,723 363,223 10,319,947

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 △33,932 △33,932 △33,932  △33,932

 利益処分による役員賞与 △11,000 △11,000 △11,000  △11,000

 中間純利益 135,672 135,672 135,672  135,672

 特別償却準備金の取崩 12,462 ― ―  ―

 圧縮積立金の取崩 8,757 ― ―  ―

 別途積立金の積立 △350,000 ― ―  ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 △128,557 △128,557

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△238,039 90,740 ― 90,740 △128,557 △37,817

平成18年９月30日残高(千円) 209,254 7,888,224 △375,960 10,047,464 234,666 10,282,130
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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 子会社株式 

 移動平均法による原価法

 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 満期保有目的の債券 

 償却原価法(定額法) 

満期保有目的の債券 

同左 

満期保有目的の債券 

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 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

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) たな卸資産 商品 

 総平均法による原価法 

商品 

     同左 

商品 

     同左 

 製品、仕掛品 

 個別法による原価法 

製品、仕掛品 

     同左 

製品、仕掛品 

     同左 

 原材料 

 板紙  総平均法による

原価法 

原材料 

 板紙  同左 

原材料 

 板紙  同左 

  その他 最終仕入原価法  その他 同左  その他 同左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

貯蔵品 

     同左 

貯蔵品 

     同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

   

 (1) 有形固定資産  定率法によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

 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、定額法を採用してお

ります。 

同左 同左 

    

 (2) 無形固定資産  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(５年)に基

づく定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

    

 (3)長期前払費用  均等償却をしておりま

す。 

 なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

同左 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 引当金の計上基準    

 (1) 貸倒引当金  債権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。 

同左 同左 

    

 (2) 賞与引当金  従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ております。 

同左 同左 

    

 (3) 役員賞与引当金  

――――― 

  役員に対して支給する
賞与の支出に充てるた
め、当事業年度における
支給見込額に基づき、当
中間会計期間に見合う分
を計上しております。 

(会計方針の変更) 
  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。 

  この結果、従来の方法
に比べて、営業利益、経
常利益及び税引前中間純
利益が、5,500千円減少し
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。 

 なお、数理計算上の差異

については、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存

期間以内の一定の年数(10

年)による定率法により按

分された額をそれぞれの翌

事業年度より費用処理して

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

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

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

については、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存

期間以内の一定の年数(10

年)による定率法により按

分された額をそれぞれの翌

事業年度より費用処理して

おります。 

    

 (5) 役員退職慰労引

当金 

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規による

中間期末要支給額を計上し

ております。 

同左  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規による

期末要支給額を計上してお

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 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 

   

 消費税等の会計処理

の方法 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

同左 同左 
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会計方針の変更 

 

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)

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10,282,130千円

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。 

 

――――― 

 

――――― 

(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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

――――― 
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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) 

 

――――― 

(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、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。 

 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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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 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,328,482千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,582,661千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,413,922千円

※２ 担保に供している資産 

定期預金 300千円 

   上記に対する債務 

買掛金 155千円 
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 300千円

   上記に対する債務 

買掛金 182千円
 

※２ 担保に供している資産 

定期預金 300千円

   上記に対する債務 

買掛金 130千円
 

 

――― 

※３ 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、当中間会計期間末日が

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 59,384千円

支払手形 26,703千円
その他流動負債
(設備関係支払
手形) 

3,990千円

 

 

――― 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

――― 

 

(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 営業外収益の主要項目 

受取配当金 16,213千円 

有価証券利息 14,565千円 

賃貸料収入 9,656千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

有価証券利息 24,164千円

受取配当金 17,488千円

賃貸料収入 9,624千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

有価証券利息 106,618千円

受取配当金 19,364千円

賃貸料収入 19,306千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

賃貸料原価 1,855千円 

売上割引 886千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

賃貸料原価 1,600千円

売上割引 821千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

賃貸料原価 3,153千円

売上割引 1,845千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

48,983千円 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

7,740千円

固定資産売却益 1,860千円

 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

80,813千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 319千円 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 2,117千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 20,858千円
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 130,443千円 

無形固定資産 3,003千円 
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 173,770千円

無形固定資産 2,875千円
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 295,106千円

無形固定資産 6,007千円
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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） 

１ 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） 266,400 ― ― 266,400

 

(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 

 
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 

工具器具 
及び備品 

12,030 
千円 

5,664 
千円 

6,365 
千円 

その他 
3,012 
千円 

1,054 
千円 

1,957 
千円 

合計 
15,042 

千円 
6,719 
千円 

8,323 
千円 

  なお、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。 

 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 

 
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

工具器具
及び備品

12,030
千円

8,672
千円

3,358
千円

その他 
6,432
千円

2,397
千円

4,034
千円

合計 
18,462

千円
11,070

千円
7,392
千円

同左 

 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 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

車輌 
運搬具 

6,432 
千円 

1,754 
千円 

4,677
千円

工具器具
及び備品

12,030 
千円 

7,168 
千円 

4,862
千円

合計 
18,462 

千円 
8,923 
千円 

9,539
千円

  なお、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 

１年以内 3,610千円 

１年超 4,713千円 

計 8,323千円 

  なお、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。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 3,738千円

１年超 3,654千円

計 7,392千円

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 4,155千円

１年超 5,384千円

計 9,539千円

  なお、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) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,805千円 

減価償却費 
相当額 

1,805千円 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 2,147千円

減価償却費 
相当額 

2,147千円

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 4,009千円

減価償却費 
相当額 

4,009千円

 
(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。 

(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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(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末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。 




