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上場会社名 稲畑産業株式会社 上場取引所 東・大

コード番号 8098 本社所在都道府県 大阪府

（URL　http://www.inabata.co.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　稲畑　勝太郎

問合せ先責任者　役職名 執行役員財務経理室室長 氏名　横田　健一 ＴＥＬ：（03）3639－6421

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８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  

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 155,715 8.6 1,993 54.7 2,301 17.7

17年9月中間期 143,322 5.7 1,288 △28.4 1,955 △15.3

18年3月期 290,371 2,654 3,663

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 1,641 △85.3 26 24

17年9月中間期 11,132 1,137.2 184 14

18年3月期 10,624 172 50

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 62,555,460株 17年9月中間期 60,452,700株 18年3月期 61,423,535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  

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 215,663 72,810 33.7 1,162 34

17年9月中間期 143,264 44,885 31.3 717 50

18年3月期 199,293 71,544 35.9 1,143 23

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 62,555,336株 17年9月中間期 62,557,802株 18年3月期 62,555,532株

②期末自己株式数 18年9月中間期 68,111株 17年9月中間期 65,645株 18年3月期 67,915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 310,000 4,000 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　35円17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 年間

18年3月期 － 20.00 － 3.00 23.00

19月3月期（実績） － 6.00 　　　　　－ 　　　　　－
12.00

19年3月期（予想） － 　　　　　－ － 6.00

（注）18年3月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　17円00銭

１．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。なお、業績予想に関する事項は添付資料８ページを参照ください。

２．上記の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　個別中間財務諸表等
(1) 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 金額（百万円）
百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高 143,322 100.0 155,715 100.0 12,393 108.6 290,371 100.0

Ⅱ　売上原価 136,652 95.3 148,735 95.5 12,083 108.8 276,882 95.4

売上総利益 6,670 4.7 6,979 4.5 309 104.6 13,488 4.6

Ⅲ　販売費及び一般

管理費
5,381 3.8 4,986 3.2 △395 92.7 10,834 3.7

営業利益 1,288 0.9 1,993 1.3 704 154.7 2,654 0.9

Ⅳ　営業外収益 1,079 0.8 708 0.5 △371 65.6 1,811 0.6

Ⅴ　営業外費用 412 0.3 400 0.3 △12 97.1 801 0.2

経常利益 1,955 1.4 2,301 1.5 345 117.7 3,663 1.3

Ⅵ　特別利益 18,365 12.8 309 0.2 △18,056 1.7 18,339 6.3

Ⅶ　特別損失 1,239 0.9 － － △1,239 － 3,132 1.1

税引前中間

（当期)純利

益

19,082 13.3 2,611 1.7 △16,471 13.7 18,870 6.5

法人税、住民

税及び事業税
8,123 34 △8,088 0.4 8,006

法人税等調整

額
△172 7,950 5.5 935 970 0.6 1,107 － 239 8,245 2.8

中間（当期）

純利益
11,132 7.8 1,641 1.1 △9,490 14.7 10,624 3.7

前期繰越利益 458 － △458 － 458

中間配当額 － － － － 1,251

中間（当期）

未処分利益
11,590 － △11,590 － 9,832
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(2) 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 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 708 3,972 3,263 981

２．受取手形 19,287 23,465 4,178 20,647

３．売掛金 68,347 81,199 12,852 72,258

４．商品 8,053 9,041 987 8,771

５．販売用不動産 － 498 498 399

６．短期貸付金 3,778 3,750 △27 2,740

７．その他 5,063 5,200 136 4,748

貸倒引当金 △417 △491 △74 △452

流動資産合計 104,821 73.2 126,636 58.7 21,814 110,096 55.2

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 4,271  4,091  △179 4,167  

２．無形固定資産 961  967  6 949  

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

17,083 67,587 50,504 66,997

(2) 関係会社株
式

10,923 11,211 287 9,119

(3）その他 8,114 7,113 △1,001 10,165

貸倒引当金 △2,911 33,209  △1,943 83,968  967 △2,202 84,080  

固定資産合計 38,442 26.8 89,027 41.3 50,585 89,197 44.8

資産合計 143,264 100.0 215,663 100.0 72,399 199,293 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 17,997 18,468 470 14,865

２．買掛金 52,750 68,251 15,500 53,015

３．短期借入金 5,024 18,002 12,978 14,620

４．未払法人税等 8,034 100 △7,934 7,792

５. 賞与引当金 710 676 △34 718

６．その他 2,422 4,411 1,989 3,572

流動負債合計 86,940 60.7 109,910 50.9 22,969 94,584 47.5

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 7,310 9,050 1,740 9,220

２．退職給付引当
金

270 286 16 305

３．役員退職慰労
引当金

498 － △498 618

４．長期預り金 979 973 △5 995

５．長期繰延税金
負債

－ 22,138 22,138 22,025

６．長期未払金 － 493 493 －

７．その他 2,379 － △2,379 －

固定負債合計 11,437 8.0 32,942 15.3 21,504 33,165 16.6

負債合計 98,378 68.7 142,853 66.2 44,474 127,749 64.1
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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 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 8,292 5.8 － － △8,292 8,292 4.2

Ⅱ　資本剰余金  

１. 資本準備金 6,638 － △6,638 6,638

２. その他資本剰
余金

    

自己株式処
分差益

0 － △0 0

資本剰余金合計 6,638 4.6 － － △6,638 6,638 3.3

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 1,066 － △1,066 1,066

２．任意積立金 12,877 － △12,877 12,877

３．中間（当期）
未処分利益

11,590 － △11,590 9,832

利益剰余金合計 25,535 17.8 － － △25,535 23,777 11.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

4,465 3.1 － － △4,465 32,885 16.5

Ⅴ　自己株式 △47 △0.0 － － 47 △49 △0.0

資本合計 44,885 31.3 － － △44,885 71,544 35.9

負債資本合計 143,264 100.0 － － △143,264 199,293 100.0

        

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 － － 8,292 3.8 8,292 － －

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 6,638 6,638 －

(2) その他資本
剰余金

－ 0 0 －

資本剰余金合
計

－ － 6,638 3.1 6,638 － －

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 1,066 1,066 －

(2) その他利益
剰余金

 

固定資産圧
縮積立金

－ 35 35 －

別途積立金 － 21,840 21,840 －

繰越利益剰
余金

－ 2,259 2,259 －

利益剰余金合
計

－ － 25,201 11.7 25,201 － －

４．自己株式 － － △50 △0.0 △50 － －

株主資本合計 － － 40,082 18.6 40,082 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

 

１．その他有価証
券評価差額金

－ － 32,577 15.1 32,577 － －

２．繰延ヘッジ損
益

－ － 50 0.0 50 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 32,628 15.1 32,628 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 100 0.1 100 － －

純資産合計 － － 72,810 33.8 72,810 － －

負債純資産合計 － － 215,663 100.0 215,663 － －
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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）

株主資本

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

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計

固定資
産圧縮
積立金

任意積
立金

繰越利
益剰余
金

平成18年3月31日　残高

（百万円）
8,292 6,638 0 6,638 1,066 37 12,840 9,832 23,777 △49 38,658

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － － △2 － 2 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △187 △187 － △187

役員賞与の支給 － － － － － － － △29 △29 － △29

別途積立金の積立 － － － － － － 9,000 △9,000 － － －

中間純利益 － － － － － － － 1,641 1,641 － 1,641

自己株式の取得 － － － － － － － － － △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

（百万円）
－ － － － － △2 9,000 △7,573 1,424 △0 1,424

平成18年9月30日　残高

（百万円）
8,292 6,638 0 6,638 1,066 35 21,840 2,259 25,201 △50 40,082

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

平成18年3月31日　残高

（百万円）
32,885 － 32,885 100 71,644

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － －

剰余金の配当 － － － － △187

役員賞与の支給 － － － － △29

別途積立金の積立 － － － － －

中間純利益 － － － － 1,641

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△307 50 △257 － △257

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△307 50 △257 － 1,166

平成18年9月30日　残高

（百万円）
32,577 50 32,628 100 72,810
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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）棚卸資産

　先入先出法による低価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）棚卸資産

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）棚卸資産

同左

(2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

株式…中間決算日前１ヶ月の市場価格

の平均に基づく時価法

(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

株式…中間決算日前１ヶ月の市場価格

の平均に基づく時価法

(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

株式…決算日前１ヶ月の市場価格の平

均に基づく時価法

(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

(3）デリバティブ

…時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

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。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

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。

　なお、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、３年間で均

等償却する方法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(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。

　なお、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．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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左
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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) 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。

　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（13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

ら費用処理しております。

　なお、執行役員部分については、執行役

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。 

(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。

　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（13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

ら費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間（14年）による定額法に

より費用処理しております。

　なお、執行役員部分については、執行役

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。 

(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。

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（13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

ら費用処理しております。

　なお、執行役員部分については、執行役

員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）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）役員退職慰労引当金

――――― 

(4）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、

内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

（追加情報）　

　当社は従来、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したが、当中間

会計期間において、取締役及び監査役に関

する退職慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取

崩し、当中間会計期間末における未払額

493百万円については、固定負債の「長期

未払金」に計上しております。

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　また、為替予約等が付されている外貨建

金銭債権債務等については、振当処理を

行っております。

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

　

５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

　

　

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

：為替予約取引

ヘッジ対象

：外貨建予定取引

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

同左

 

 

 

③　ヘッジ方針

　資産・負債に係る為替変動リスクをヘッ

ジするためにデリバティブ取引を利用して

おります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

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）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約締結時に、リスク管理方針に従

い、同一通貨建てによる同一金額で同一期

間の為替予約等を振り当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているので、中間決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。

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

　為替予約締結時に、リスク管理方針に従

い、同一通貨建てによる同一金額で同一期

間の為替予約等を振り当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているので、決算日における

有効性の評価を省略しております。

６．税効果会計

　中間会計期間に係る納付税額及び法人税等

調整額は、当期において予定している利益処

分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金額を計算し

ております。

――――― ――――― 

７．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　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。なお、「仮払消費

税」「仮払地方消費税」と「仮受消費税」

「仮受地方消費税」は相殺のうえ流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

６．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　　　　　　　　同左

６．消費税及び地方消費税の会計処理方法

　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。　　　　　　　　

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）

（退職給付に係る会計基準）　

　当中間会計期間より「「退職給　　

　　　付に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第３号　平成17年

３月16日）及び「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正に関する適用指

針」（会計基準適用指針第７号　平成

17年３月16日）を適用しております。

この変更による当中間会計期間の損益

に与える影響は軽微であります。　

――――― （退職給付に係る会計基準）　

　当事業年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号　平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（会計基準適

用指針第７号　平成17年３月16日）を

適用しております。この変更による当

事業年度の損益に与える影響は軽微で

あります。　

――――― （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72,660百万円であります。

　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。

―――――
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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）

――――― （役員賞与に関する会計基準）　

　役員賞与については、従来は利益処

分により未処分利益の減少として会計

処理しておりましたが、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、

発生時に費用処理しております。

　この変更による当中間会計期間の損

益に与える影響は軽微であります。

―――――

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）

　「長期繰延税金負債」は、前中間会計期間まで、固定負

債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会

計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「長期繰延税金負債」の金額

は2,379百万円であります。
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注記事項

（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 　１．営業外収益の主要項目 　１．営業外収益の主要項目

受取利息 95百万円

受取配当金 862

受取利息 151百万円

受取配当金 418

受取利息 218百万円

受取配当金 1,333

　２．営業外費用の主要項目 　２．営業外費用の主要項目 　２．営業外費用の主要項目

支払利息 225百万円 支払利息 276百万円 支払利息 453百万円

　３．特別利益の主要項目 　３．特別利益の主要項目 　３．特別利益の主要項目

関係会社株式売却益 18,225百万円

貸倒引当金戻入額 140 

関係会社株式売却益 144百万円

貸倒引当金戻入額 164 

関係会社株式売却益 18,225百万円

貸倒引当金戻入額

 

113 

　４．特別損失の主要項目 　４.　　　　　―――───　　　　　　　 　４．特別損失の主要項目

貸倒引当金繰入額 917百万円

(財政状態が悪化している関係会社に

対するもの等)

関係会社株式評価損 206

投資有価証券評価損 49

固定資産売却損 65

貸倒引当金繰入額 1,525百万円

(財政状態が悪化している関係会社に

対するもの等)

関係会社株式評価損 1,234

関係会社整理損 258

固定資産売却損 65

投資有価証券評価損 49

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 172百万円

無形固定資産 26

有形固定資産 138百万円

無形固定資産 33

有形固定資産 351百万円

無形固定資産 56

（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．有形固定資産減価償却累計額 　１．有形固定資産減価償却累計額 　１．有形固定資産減価償却累計額

4,758百万円 5,006百万円 4,917百万円

２．担保に供している資産 1,285百万円 ２．担保に供している資産 8,832百万円 ２．担保に供している資産 1,681百万円

３．受取手形割引高 50百万円 ３．受取手形割引高 24百万円 ３．受取手形割引高 54百万円

４．保証債務残高 7,063百万円 ４．保証債務残高 5,968百万円 ４．保証債務残高 6,725百万円

５．当社は取引銀行４社とコミットメント

期間付タームローン契約を締結してお

ります。

５．新規投資における資金需要に対して即

座にかつ柔軟に対応するため、ゴール

ドマン・サックス証券会社東京支店と

貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

５．新規投資における資金需要に対して即

座にかつ柔軟に対応するため、ゴール

ドマン・サックス証券会社東京支店と

貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

タームローン 4,000百万円

借入実行残高 4,000 

差引残高 －百万円

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 2,500 

差引残高 2,500百万円

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 － 

差引残高 5,000百万円

――――― ６．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 3,052百万円

支払手形 2,957 
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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
（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 67,915 196 － 68,111

合計 67,915 196 － 68,111

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加196株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

①　リース取引

 EDINETにより開示を行うため注記を省略しております。

 

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及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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