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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 （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 14,296 15.8 27 － 391 －

17年９月中間期 12,343 △5.0 △1,062 － △847 －

18年３月期 32,174  4,872  5,341  

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 212 － 6 46

17年９月中間期 △603 － △18 34

18年３月期 3,063  92 99

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 32,949,869株 17年９月中間期 32,921,577株 18年３月期 32,936,575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 （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 50,762 32,235 63.5 978 29

17年９月中間期 41,387 29,853 72.1 906 01

18年３月期 42,381 33,441 78.9 1,014 88

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 33,359,040株 17年９月中間期 33,359,040株 18年３月期 33,359,040株

②期末自己株式数 18年９月中間期 408,285株 17年９月中間期 409,164株 18年３月期 408,483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 35,000 6,500 3,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  110円91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 10.00 35.00 45.00

19年３月期（実績） 10.00 －
45.00

19年３月期（予想） － 35.00

※　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。実際の業績は、今後様々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。
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５．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 857 1,380 1,515

２ 受取手形 － 2 0

３ 売掛金 1,554 2,264 1,015

４ たな卸資産 3,170 3,225 3,200

５ 繰延税金資産 670 242 384

６ その他 78 380 147

貸倒引当金 △6 △13 △4

流動資産合計 6,324 15.3 7,481 14.7 1,157 6,259 14.8

Ⅱ　固定資産

１ 有形固定資産 ※１

（1）建物 ※２ 16,716 17,190 16,409

（2）機械装置  3,173 3,421 2,905

（3）土地 ※２ 7,756 7,996 7,996

（4）その他 ※２ 3,309 4,285 3,469

計 30,956 74.8 32,894 64.8 1,937 30,780 72.6

２ 無形固定資産 46 0.1 45 0.1 △1 39 0.1

３ 投資その他の資産

（1）投資有価証券 3,118 4,280 4,323

（2）関係会社長期貸付金 － 2,997 －

（3）その他 960 3,096 994

貸倒引当金 △19 △33 △17

計 4,060 9.8 10,341 20.4 6,280 5,301 12.5

固定資産合計 35,063 84.7 43,281 85.3 8,217 36,121 85.2

資産合計 41,387 100.0 50,762 100.0 9,374 42,381 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１ 支払手形 1,288 1,334 1,285

２ 買掛金 135 221 131

３ 短期借入金 ※２ 8,000 14,000 3,000

４ 未払金 1,091 1,672 1,051

５ 未払法人税等 43 85 2,228

６ 賞与引当金 413 514 480

７ 設備支払手形 339 471 72

８ その他 139 156 437

流動負債合計 11,451 27.7 18,456 36.4 7,005 8,687 20.5

Ⅱ　固定負債

１ 繰延税金負債  83 70 251

固定負債合計 83 0.2 70 0.1 △12 251 0.6

負債合計 11,534 27.9 18,527 36.5 6,992 8,939 21.1
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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 5,500 13.3 － － △5,500 5,500 13.0

Ⅱ　資本剰余金

１.資本準備金 5,692 － 5,692

資本剰余金合計 5,692 13.8 － － △5,692 5,692 13.4

Ⅲ　利益剰余金

１ 利益準備金 761 － 761

２ 任意積立金 18,500 － 18,500

３ 中間未処理損失(△)又
は中間（当期）未処分
利益

△166 － 3,169

利益剰余金合計 19,094 46.1 － － △19,094 22,431 52.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

434 1.1 － － △434 686 1.6

Ⅴ　自己株式 △868 △2.1 － － 868 △868 △2.0

資本合計 29,853 72.1 － － △29,853 33,441 78.9

負債・資本合計 41,387 100.0 － － △41,387 42,381 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１ 資本金   － －  5,500 10.8 5,500  － －

２ 資本剰余金            

（1）資本準備金  －   5,692    －   

資本剰余金合計   － －  5,692 11.2 5,692  － －

３ 利益剰余金            

（1）利益準備金  －   761    －   

（2）その他利益剰余金            

別途積立金  －   20,000    －   

繰越利益剰余金  －   727    －   

利益剰余金合計   － －  21,489 42.3 21,489  － －

４ 自己株式   － －  △867 △1.7 △867  － －

株主資本合計   － －  31,813 62.7 31,813  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１ その他有価証券評価差
額金

  － －  421 0.8 421  － －

評価・換算差額等合計   － －  421 0.8 421  － －

純資産合計   － －  32,235 63.5 32,235  － －

負債・純資産合計   － －  50,762 100.0 50,762  － －
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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 ※１ 12,343 100.0 14,296 100.0 1,953 32,174 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 10,456 84.7 11,018 77.1 561 20,980 65.2

売上総利益 1,886 15.3 3,278 22.9 1,391 11,194 34.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 2,948 23.9 3,250 22.7 301 6,321 19.6

営業利益又は営業損失
（△）

△1,062 △8.6 27 0.2 1,089 4,872 15.2

Ⅳ　営業外収益 ※３ 252 2.0 435 3.0 183 555 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※４ 37 0.3 71 0.5 34 85 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

△847 △6.9 391 2.7 1,239 5,341 16.6

Ⅵ　特別利益  5 0.0 0 0.0 △5 6 0.0

Ⅶ　特別損失
※５
※６

136 1.1 9 0.0 △126 182 0.6

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△）

△978 △7.9 382 2.7 1,361 5,165 16.0

法人税、住民税及び事
業税

0  30   2,191  

法人税等調整額 △374 △374 △3.0 139 169 1.2 544 △89 2,101 6.5

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

△603 △4.9 212 1.5 816 3,063 9.5

前期繰越利益 463 － 463

中間配当額 － － 329

自己株式処分差損 26 － 27

中間未処理損失（△）
又は当期未処分利益

△166 － 3,169
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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

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 
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） 5,500 5,692 5,692 761 18,500 3,169 22,431 △868 32,755

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注）     1,500 △1,500 －  －

剰余金の配当（注）      △1,153 △1,153  △1,153

役員賞与（注）      △0 △0  △0

中間純利益      212 212  212

自己株式の取得        △2 △2

自己株式の処分      △0 △0 3 2

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
         

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
－ － － － 1,500 △2,442 △942 0 △941

平成18年９月30日 残高 （百万円） 5,500 5,692 5,692 761 20,000 727 21,489 △867 31,813

評価・換算差額等

純資産合計その他

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 （百万円） 686 686 33,441

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △1,153

役員賞与（注）   △0

中間純利益   212

自己株式の取得   △2

自己株式の処分   2

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
△264 △264 △264

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
△264 △264 △1,206

平成18年９月30日 残高 （百万円） 421 421 32,235

（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。
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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

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）

(1）有価証券

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

価は移動平均法により算定）

(1）有価証券

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、売却原価は移

動平均法により算定）を採用し

ております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合への出資

組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決

算報告書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっ

ております。

時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合への出資

同左

時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合への出資

同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

製品及び仕掛品

総平均法に基づく原価法

製品及び仕掛品

同左

製品及び仕掛品

同左

原材料

総平均法に基づく原価法

原材料

同左

原材料

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

定率法を採用しております。

ただし、機械装置及び平成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。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1）有形固定資産

 同左

(1）有形固定資産

  同左

建物 ５年～50年

機械装置 ２年～10年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

(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

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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

  売上債権等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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当中間会計

期間対応分を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

翌期賞与支給見込額のうち当期期

間対応分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。

  ただし、当中間会計期間末にお

いては、年金資産の見込額が退職

給付債務見込額から未認識数理計

算上の差異を控除した額を超えて

いるため、前払年金費用として投

資その他の資産の「その他」に含

め貸借対照表に計上しております。

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により翌期から費用処

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計上し

ております。

  ただし、当事業年度末において

は、年金資産の見込額が退職給付

債務見込額から未認識数理計算上

の差異を控除した額を超えている

ため、前払年金費用として投資そ

の他の資産の「その他」に含め貸

借対照表に計上しております。

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により翌期から費用処

理することとしております。

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。

―――

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

６．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

  消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。なお、仮受

消費税等と仮払消費税等は相殺し、

流動資産の「その他」に含めてお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。
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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

より税引前中間純損失は、132百万円

増加しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

――――― （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

り税引前当期純利益は、132百万円減

少しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

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32,235百万円でありま

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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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

12,642百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,460百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

13,554百万円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

建    物 2,134百万円

土    地 754 

そ の 他 485

計 3,374

建    物 1,994百万円

土    地 754 

そ の 他 476 

計 3,225

建    物 2,060百万円

土    地 754 

そ の 他 480 

計 3,295

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,000百万円

計 8,000

短期借入金 14,000百万円

計 14,000

短期借入金 3,000百万円

計 3,000
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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．売上高の季節的変動

　当社の売上高は、特にきのこ生産部門にお

いて上半期と下半期の売上高との間に季節的

変動による著しい差異があります。

※１．売上高の季節的変動

同左

※１．売上高の季節的変動

─────

※２．減価償却実施額

有形固定資産 899百万円

無形固定資産 8

※２．減価償却実施額

有形固定資産 912百万円

無形固定資産 5

※２．減価償却実施額

有形固定資産 1,817百万円

無形固定資産 16

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1百万円

受入助成金 77

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 28百万円

受取配当金 165

受取家賃 77

為替差益 74

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3百万円

受入助成金 248

受取家賃 142

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16百万円

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 29百万円

貸与資産減価償却費 30 

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 30百万円

※５．特別損失のうち主要なもの

減損損失 132百万円

※５．

――――

※５．特別損失のうち主要なもの

減損損失 132百万円

※６．減損損失

    当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類 

 長野県長野市  遊休資産 土 地

 北海道芦別市  遊休資産 土 地

    当社の資産グループ化の単位は以下のとお

りです。

  きのこ事業用資産

  貸与資産

  その他の資産

  グルーピングの単位であるきのこ事業用

資産及び貸与資産においては、減損の兆候

はありませんでしたが、その他の資産であ

る遊休土地の地価が大幅に下落し、帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、当該減少額

を減損損失（132百万円）として特別損失に

計上しました。

  なお、その他の資産である遊休土地の回

収可能価額は正味売却可能価額により測定

しており、不動産鑑定基準に基づいて合理

的に算定された価格によって評価しており

ます。

※６．

――――

※６．減損損失

    当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 

 長野県長野市  遊休資産 土 地

 北海道芦別市  遊休資産 土 地

    当社の資産グループ化の単位は以下のとお

りです。

  きのこ事業用資産

  貸与資産

  その他の資産

  グルーピングの単位であるきのこ事業用

資産及び貸与資産においては、減損の兆候

はありませんでしたが、その他の資産であ

る遊休土地の地価が大幅に下落し、帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、当該減少額

を減損損失（132百万円）として特別損失に

計上しました。

  なお、その他の資産である遊休土地の回

収可能価額は正味売却可能価額により測定

しており、不動産鑑定基準に基づいて合理

的に算定された価格によって評価しており

ます。
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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    （注） 408,483 1,402 1,600 408,285

合計 408,483 1,402 1,600 408,285

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は、新株予約権の権利の行

使による自己株式の処分によるものであります。

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、減損損失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、減損損失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

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置

その他

15,901

126

10,631

36

5,270

89

合計 16,028 10,668 5,360

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置

その他

9,674

133

7,375

61

2,299

71

合計 9,807 7,436 2,370

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置

その他

16,080

126

12,177

49

3,902

77

合計 16,207 12,226 3,980

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

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,022百万円

１年超 2,177百万円

合計 5,200百万円

１年内 1,700百万円

１年超 497百万円

合計 2,197百万円

１年内 2,337百万円

１年超 1,285百万円

合計 3,623百万円

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、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 1,799百万円

減価償却費相当額 1,733百万円

支払利息相当額 58百万円

支払リース料 1,462百万円

減価償却費相当額 1,406百万円

支払利息相当額 28百万円

支払リース料 3,419百万円

減価償却費相当額 3,292百万円

支払利息相当額 103百万円

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

額との差額は利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（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
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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及び関連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）

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。
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