
 

 

平成 19 年 3 月期   個別中間財務諸表の概要           平成18年11月16日 
上場会社名  日本プリメックス           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号    2795                  本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ http://www.primex.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役会長兼社長  
        氏    名 中川 善司  
問 合 わ せ 先  責任者役職名  取締役管理本部長兼総務部長 
        氏    名 清水 浩久         ＴＥＬ（03）3750－1234 
決算取締役会開催日  平成18年 11月16日  中間配当制度の有無  有  
中間配当支払開始日  平成―年 ―月―日  単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
１．18年9月期中間期の業績（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 
 

18年9月中間期 
17年9月中間期 

       百万円  ％ 
           3,110 （  18.5） 
      2,624 （△ 0.2） 

            百万円   ％ 
           331  （  47.7） 
           224  （△15.4） 

           百万円  ％ 
           369  （ 28.0） 
           288  （△9.6） 

18年3月期       5,639 573 676 
 

 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   ％ 
         221  （  30.5 ） 
         169  （△ 9.8 ） 

          円  銭 
          40   54 
          31   08 

18年3月期          389                  71   38 
(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 5,463,392株 17年9月中間期 5,463,392株 18年3月期 5,463,392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 
             6,084 
             5,439 

             百万円 
             4,073 
             3,769 

              ％ 
           66.9 
           69.3 

       円   銭 
       745     67 
       689     90 

18年3月期              5,896              3,989 67.7        730     19 
(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 5,463,392株 17年9月中間期 5,463,392株 18年3月期 5,463,392株 
②期末自己株式   18年9月中間期   60,200株 17年9月中間期    60,200株  18年3月期   60,200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 
      5,900 

         百万円 
      631 

       百万円 
          363 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  66 円 45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 ― 25.00 25.00 
平成19年3月期（実績） ― ― ― 
平成19年3月期（予想） ― 25.00 25.00 

 
 
（注）上記の業績見通しは、現時点において予想しうる経営環境の想定のもと判断いたしましたものであり、 
   実際の業績は今後の経営環境等の変化により異なる場合があります。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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 1,838,141   1,514,112   1,433,841   

２ 受取手形  452,853   610,559   392,042   

３ 売掛金  903,834   1,211,491   1,312,157   

４ たな卸資産  274,402   217,140   223,674   

５ その他 ※３ 59,426   55,076    
65,038   

貸倒引当金  △2,487   △2,021   △3,109   

流動資産合計   3,526,171 64.8  3,606,359 59.3  3,423,645 58.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※1,2 198,346   189,504   186,242   

(2) 土地 ※２ 879,863   882,085   882,085   

(3) その他 ※１ 11,588   9,905   10,311   
 

有形固定資産合計  1,089,799   1,081,496   1,078,639   

２ 無形固定資産  2,513   1,656   2,085   

３ 投資その他の資産           

(1)投資有価証券  601,970   601,644   602,026   

(2)長期性預金  ―   600,000   600,000   

(3)その他  225,612   196,406   193,418   

貸倒引当金  △6,445   △2,981   △3,232   

投資その他の資産合
計  821,137   1,395,069   1,392,211   

固定資産合計   1,913,450 35.2  2,478,221 40.7  2,472,936 41.9 

資産合計   5,439,621 100.0  6,084,581 100.0  5,896,581 100.0 
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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 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※２ 944,779   1,182,159   1,049,069   

２ 買掛金 ※２ 432,258   466,002   521,486   

３ 未払法人税  122,793   159,466   171,566   

４ 賞与引当金  32,506   35,374   29,264   

５ その他 ※３ 41,989   56,456   36,078   

流動負債合計   1,574,327 28.9  1,902,459 31.2  1,807,465 30.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  44,195   49,602   44,549   

２ 役員退職慰労引当金  51,902   58,633   55,251   

固定負債合計   96,098 1.8  108,236 1.8  99,800 1.7 

負債合計   1,670,426 30.7  2,010,695 33.0  1,907,266 32.3 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   393,997 7.2  ― ―  393,997 6.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  283,095   ―   283,095   

資本剰余金合計   283,095 5.2  ― ―  283,095 4.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  44,999   ―   44,999   

２ 任意積立金  2,200,000   ―   2,200,000   

３ 中間(当期) 
  未処分利益  900,399   ―   1,120,594   

利益剰余金合計   3,145,398 57.8  ― ―  3,365,594 57.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   410 0.0  ― ―  334 0.0 

Ⅴ  自己株式   △53,706 △0.9  ― ―  △53,706 △0.9 

資本合計   3,769,195 69.3  ― ―  3,989,315 67.7 

負債資本合計   5,439,621 100.0  ― ―  5,896,581 100.0 
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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      393,997 6.5    

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金     283,095      

資本剰余金合計      283,095 4.7    

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金     44,999      

(2) その他利益剰余金           

別途積立金     3,000,000      

繰越利益剰余金     405,498      

利益剰余金合計      3,450,497 56.7    

４ 自己株式      △53,706 △0.9    

株主資本合計      4,073,884 67.0    

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価 
   差額金      1     

評価・換算差額等  
   合計      1 0    

純資産合計      4,073,885 67.0    

負債純資産合計      6,084,581 100.0    
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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   2,624,352 100.0  3,110,777 100.0  5,639,204 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,978,649 75.4  2,342,387 75.3  4,233,786 
 75.1 

売上総利益   645,702 24.6  768,390 24.7  1,405,418 24.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   421,278 16.0  436,877 14.0  832,374 14.7 

営業利益   224,423 8.6  331,512 10.7  573,043 10.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  64,025 2.4  37,805 1.2  111,555 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※３  1 0.0  3 0.0  8,539 0.2 

経常利益   288,446 11.0  369,314 11.9  676,059 12.0 

Ⅵ 特別利益   ― ―  1,338 0.0  ― ― 

Ⅶ 特別損失   15 0.0  27 0.0  6,710 0.1 

税引前中間(当期) 
純利益   288,431 11.0  370,624 11.9  669,348 11.9 

法人税、住民税 
及び事業税  119,962   156,246   284,426   

法人税等調整額  △1,323 118,639 4.5 △7,109 149,136 4.8 △5,066 279,360 5.0 

中間(当期)純利益   169,792 6.5  221,488 7.1  389,988 6.9 

前期繰越利益   730,606      730,606  

中間(当期)未処分 
利益   900,399      1,120,594  
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③ 中間株主資本等変動計算書                         （単位：千円） 

 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 

別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 

平成18年3月31日残高 393,997 283,095 44,999 2,200,000 1,120,594 3,365,594 

中間会計期間中の 

変動額 

      

別途積立金の積立て    800,000 △800,000         － 

剰余金の配当（注）     △136,584 △136,584 

中間純利益     221,488 221,488 

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 
―   ―    ― 800,000 △715,097 84,903 

平成18年9月30日 

残高 

 

393,997 

 

283,095 

 

44,999 3,000,000 405,498 3,450,497 

 

 評価・換算差額等  

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） 

 

△53,706 

 

3,988,980 

 

334 

 

3,989,315 

中間会計期間中の 

変動額 

    

別途積立金の積立て     

剰余金の配当  △136,584  △136,584 

中間純利益  221,488  221,488 

  株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額（純額） 

   

△333 

 

△333 

中間会計期間中の 

変動額合計（千円） 

 

      ― 

 

       84,903 

 

△333 

 

84,569 

平成18年9月30日 

残高（千円） 

 

△53,706 

 

4,073,884 

 

  1 

 

4,073,885 

（注）平成18年6月29日開催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 

満期保有目的の債券 
    ――――――  
 
子会社株式 

     移動平均法による原価法を
採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
    (1)有価証券  

満期保有目的の債券 
償却原価法を採用しておりま
す。   

  子会社株式 
同左 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) 有価証券 
満期保有目的の債券 

      同左    
  
   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。 

  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)
を採用しております。 

   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。 

 (2) デリバティブ 
   時価法を採用しております。 

 (2) デリバティブ 
同左 

 (2) デリバティブ 
       同左 

 (3) たな卸資産 
   商品 
   移動平均法による原価法を採
用しております。 

 (3) たな卸資産 
   商品         
       同左 

 (3) たな卸資産 
   商品     
       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。 
   なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

   建物及び構築物…７年～50年 

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。 
   ただし、ソフトウエア(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。 

 (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。 

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。 

 (2) 賞与引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
       同左 

 (3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた
め、当中間期末における退職給
付債務見込額に基づき計上して
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
務見込額に基づき計上しており
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) 

 (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 
同左 

 
 
 

 (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。 

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。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通
貨への換算基準 

同左 
 

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、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。 

５ リース取引の処理方法 
同左 

 
 

５ リース取引の処理方法 
       同左 

６ その他中間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 
  税抜方式によっております。 
   

６ その他中間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 
      同左 
 
 

６ その他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  
       同左  
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会 計 処 理 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）    
当中間会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適用指針第6
号）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。         
 
     ―――――――――― 

      ―――――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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、4,073百万円
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。 
 

（固定資産の減損に係る会計基準）   
当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 
平成15年10月31日 企業会計基準適用
指針第6号）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。         
     
     ―――――――――― 

 

 

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） 
前中間会計期間末において投資その他の資産として一括表
示しておりました「投資有価証券」（前中間会計期間末
1,160千円）については、資産総額の100分の5を超えたた
め、区分掲記しております。 

 

        ―――――――――――  
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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 

252,969千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

249,413千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

267,954千円 
※２ 担保資産及び担保付債務 
   営業保証金の代用として次の
資産を担保に供しております。 
現金及び預金 30,000千円 
建物及び構築物 191,530 
土地 515,240 
計 736,770 

   担保付債務は次のとおりであ
ります。 
支払手形 
買掛金 

316,655千円 
118,432 

    計               435,088 
※３ 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、流動資産 
のその他に含めて表示しており
ます。 

        ―――――― 
 

※ ２ 担保資産及び担保付債務 
   ①営業保証金 

営業保証金の代用として次の
資産を担保に供しております。 
現金及び預金 30,000千円 
建物及び構築物 186,899 
土地 515,240 
計 732,139 

   担保付債務は次のとおりであ
ります。 
支払手形 
買掛金 

371,655千円 
160,510 

    計               532,165 
   ②短期借入金 
   子会社であるニチプリ電子工

業株式会社における銀行借入
180,000千円に対し以下の資産
を担保に供しております。 

   現金及び預金   200,003千円 
    
※３ 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。 

     
 

※２ 担保資産及び担保付債務 
   営業保証金の代用として次の
資産を担保に供しております。 
現金及び預金 30,000千円 
建物及び構築物 183,439 
土地 515,240 
計 728,679 

   担保付債務は次のとおりであ
ります。 
支払手形 
買掛金 

342,287 
134,382 

  計               476,670 
※３ 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。 

     ――――――    
  

  

(中間損益計算書関係)  
前中間会計期間         

(自 平成17 4月 1日至 平成17 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 
  有形固定資産    8,047千円 
  無形固定資産     428 

 

１ 減価償却実施額 
  有形固定資産    7,351千円 
  無形固定資産     428 

 

１ 減価償却実施額 
  有形固定資産    16,512千円 
  無形固定資産      857 

 
※２ 営業外収益のうち主要なもの 
  受取利息      7,290千円 
  為替差益      50,117 
※３ 営業外費用のうち主要なもの 
    支払利息           1千円 
 
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
  受取利息     22,868千円 
  為替差益       8,215 
※３ 営業外費用のうち主要なもの 
    支払利息           3千円 
 
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
  受取利息     30,654千円 
  為替差益      68,388 
※３ 営業外費用のうち主要なもの 
    支払利息          10千円 
    商品廃棄損         8,329 
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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 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 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） 

自己株式     

普通株式 60,200 ― ― 60,200 

合計 60,200 ― ― 60,200 

 

(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 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

(有形固定
資産) 
その他 

28,017 26,616 1,400 

無形固定
資産 4,393 3,953 439 

合計 32,410 30,570 1,840 
 

 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 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

(有形固定
資産) 
その他 

― ― ― 

無形固定
資産 ― ― ― 

合計 ― ― ― 
 

 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 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

(有形固定
資産) 
その他 

― ― ― 

無形固定
資産 ― ― ― 

合計 ― ― ― 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年以内 1,933千円
１年超 ― 
合計 1,933  

２ 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年以内 ―千円
１年超 ― 
合計 ―  

２ 未経過リース料期末残高相当額 
 
１年以内 ―千円
１年超 ― 
合計 ―  

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 3,419千円
減価償却費相当額 3,241 
支払利息相当額 42  

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 ―千円
減価償却費相当額 ― 
支払利息相当額 ―  

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 ―千円
減価償却費相当額 ― 
支払利息相当額 ―  

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 
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(有価証券関係) 

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)及び前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

子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。 

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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役  員  の  異  動 

 
  （1）代表者の異動 
   該当事項はありません。 
 
  （2）その他の役員の異動 

該当事項はありません。 


