
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月17日

上場会社名 焼津水産化学工業株式会社 上場取引所 東証　第１部

コード番号 2812 本社所在都道府県 静岡県

(URL　http://www.yskf.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　坂井　和男

問合せ先責任者　役職名  常務取締役 氏名　山本　和広 ＴＥＬ　　（054）202－6030

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配当支払開始日 平成18年12月５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 （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 8,007 2.2 370 △35.0 467 △27.2

17年9月中間期 7,835 5.2 570 △10.4 641 △10.2

18年3月期 15,383 1,096 1,272

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 279 335.0 19 89

17年9月中間期 64 △84.7 4 57

18年3月期 474 32 13

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 14,052,752株 17年9月中間期 14,053,500株 18年3月期 14,053,281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 20,877 16,862 80.8 1,199 98

17年9月中間期 20,074 16,293 81.2 1,159 41

18年3月期 20,295 16,834 82.9 1,197 92

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 14,052,739株 17年9月中間期 14,053,348株 18年3月期 14,052,770株

②期末自己株式数 18年9月中間期 3,459株 17年9月中間期 2,850株 18年3月期 3,428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 16,200 990 580

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　41円27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 その他 年間

18年３月期 － 9.0 － 9.0 － 18.0

19年３月期（実績）  10.0 － － －
19.0

19年３月期（予想） － － － 9.0 －

※　上記に記載した予想数値は、現時点で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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．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 2,251,144 2,514,684 2,464,394

２　受取手形 588,368 488,158 435,041

３　売掛金 3,551,344 4,247,378 3,392,522

４　たな卸資産 2,233,831 2,618,874 2,635,120

５　繰延税金資産 94,744 102,982 65,907

６　その他 474,535 275,448 401,022

流動資産合計 9,193,969 45.8 10,247,526 49.1 9,394,008 46.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

(1)建物  1,893,915 2,090,589 2,128,704

(2)機械及び装置 1,394,867 1,637,146 1,807,936

(3)土地 1,845,726 1,920,723 1,845,726

(4)建設仮勘定 476,537 6,195 6,195

(5)その他 435,931 406,228 429,794

計 6,046,978 6,060,882 6,218,357

　２　無形固定資産 79,391 68,860 73,408

　３　投資その他の資産

(1)投資有価証券 4,255,059 4,169,979 4,370,802

(2)繰延税金資産 186,991 71,585 －

(3)その他 318,088 264,174 244,668

貸倒引当金 △6,086 △5,658 △5,658

計 4,754,052 4,500,081 4,609,813

固定資産合計 10,880,421 54.2 10,629,824 50.9 10,901,579 53.7

資産合計 20,074,391 100.0 20,877,350 100.0 20,295,588 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 16,865 － －

２　買掛金 1,678,509 1,957,946 1,700,697

３　一年以内返済予定長
期借入金

250,000 245,988 180,000

４　未払法人税等 163,731 242,145 62,509

５　未払消費税等 30,717 57,113 12,918

６　賞与引当金 150,200 159,500 101,400

７　その他 279,718 273,442 275,704

流動負債合計 2,569,742 12.8 2,936,134 14.0 2,333,229 11.5

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 815,000 654,720 720,000

２　退職給付引当金 224,582 211,763 206,110

３　役員退職慰労引当金 160,748 201,026 184,585

４　その他 10,763 10,763 17,504

固定負債合計 1,211,093 6.0 1,078,273 5.2 1,128,199 5.6

負債合計 3,780,835 18.8 4,014,408 19.2 3,461,429 17.1
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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）

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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,617,642 18.0 － － 3,617,642 17.8

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 3,414,133 － 3,414,133

２　その他資本剰余金 7 － 7

資本剰余金合計 3,414,140 17.0 － － 3,414,140 16.8

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 348,182 － 348,182

２　任意積立金 8,131,878 － 8,131,878

３　中間（当期）未処分
利益

398,639 － 682,391

利益剰余金合計 8,878,700 44.3 － － 9,162,453 45.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

386,094 1.9 － － 643,715 3.2

Ⅴ　自己株式 △3,022 △0.0 － － △3,792 △0.0

資本合計 16,293,555 81.2 － － 16,834,159 82.9

負債・資本合計 20,074,391 100.0 － － 20,295,588 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

1　資本金  － 3,617,642 17.3 －

2　資本剰余金  － 3,414,140 16.4 －

3　利益剰余金 － 9,292,486 44.5 －

4　自己株式 － △3,836 △0.0 －

株主資本合計 －  16,320,433 78.2 －  

Ⅱ　評価・換算差額等

1　その他有価証券評価差
額金

 － 542,508 －

評価・換算差額等合計 －  542,508 2.6 －  

 純資産合計  － 16,862,942 80.8 －

負債・純資産合計 － 20,877,350 100.0 －
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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 7,835,420 100.0 8,007,888 100.0 15,383,226 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 6,239,978 79.6 6,564,015 82.0 12,263,048 79.7

売上総利益 1,595,442 20.4 1,443,873 18.0 3,120,178 20.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,025,182 13.1 1,073,473 13.4 2,024,082 13.2

営業利益 570,260 7.3 370,400 4.6 1,096,095 7.1

Ⅳ　営業外収益 ※２ 81,903 1.0 110,732 1.4 191,075 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※３ 10,669 0.1 14,001 0.2 14,845 0.1

経常利益 641,494 8.2 467,131 5.8 1,272,326 8.3

Ⅵ　特別利益 ※４ 268,849 3.4 － － 340,180 2.2

Ⅶ　特別損失
※５
※６

814,799 10.4 239 0.0 847,571 5.5

税引前中間(当期)純利益 95,545 1.2 466,892 5.8 764,934 5.0

法人税、住民税及び事業税 156,747 2.0 234,295 2.9 367,674 2.4

法人税等調整額 △125,457 △1.6 △46,911 △0.6 △77,227 △0.5

中間（当期）純利益 64,254 0.8 279,508 3.5 474,487 3.1

前期繰越利益 334,384 － 334,384

中間配当額 － － 126,480

中間(当期)未処分利益 398,639 － 682,391
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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

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
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,617,642 3,414,133 7 3,414,140 348,182 31,878 8,100,000 682,391 9,162,453

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立

（千円）（注１）
     31,841  △31,841  

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）（注１）
     △3,241  3,241  

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）（注２）
     △2,252  2,252  

別途積立金の積立（千円）

（注１）
      300,000 △300,000  

剰余金の配当（千円）

（注１）
       △126,474 △126,474

役員賞与（千円）（注１）        △23,000 △23,000

中間純利益（千円）        279,508 279,508

自己株式の取得（千円）          

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 26,348 300,000 △196,315 130,033

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,617,642 3,414,133 7 3,414,140 348,182 58,227 8,400,000 486,076 9,292,486

評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 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

（千円）
△3,792 16,190,443 643,715 643,715 16,834,159

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立

（千円）（注１）
     

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）（注１）
     

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）（注２）
     

別途積立金の積立（千円）

（注１）
     

剰余金の配当（千円）

（注１）
 △126,474   △126,474

役員賞与（千円）（注１）  △23,000   △23,000

中間純利益（千円）  279,508   279,508

自己株式の取得（千円） △43 △43   △43

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

  △101,207 △101,207 △101,207

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△43 129,989 △101,207 △101,207 28,782

平成18年９月30日　残高

（千円）
△3,836 16,320,433 542,508 542,508 16,862,942

 （注１）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。

 （注２）当中間会計期間の決算における税務上の取崩であります。
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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

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．資産の評価基準及び評価方法

(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．資産の評価基準及び評価方法

(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）

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

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

ただし、焼津工場の建物、機械及び装

置

定額法

なお、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　15～31年

機械及び装置　９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

なお、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)に基づく定額法

(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

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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

従業員の賞与支給に備えるため、中間

期末在籍従業員に対して、支給対象期

間に基づく賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額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、期末

在籍従業員に対して、支給対象期間に

基づく賞与支給見込額の当期負担額を

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）

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中

間会計期間末における退職給付債務及

び年金資産の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、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の額に基づき計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、

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

役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

４．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．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

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜き方式によっております。

なお、仮受消費税等は仮払消費税等と

相殺し、流動負債「未払消費税等」と

して表示しております。

５．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

５．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

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜き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

中間純利益は635,864千円減少しており

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635,864千円減少してお

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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、純資産の部の合計と同額で

あります。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。。

────

 

 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）

────

 

（中間株主資本等変動計算書）

従来、「固定資産買換積立金」及び「固定資産国庫補

助金圧縮積立金」を各々独立表示していましたが、当

中間会計期間から両科目を合算して「固定資産圧縮積

立金」として表示しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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
7,074,313千円 7,739,020千円 7,426,699千円

　２ 保証債務 借入金に対する保証

次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

 

  

 大連味思開生物技術有限公司

275,174千円

 マルミフーズ株式会社

410,000千円

 合計 685,174 千円

 

 

   

１.借入金に対する保証

次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

大連味思開生物技術有限公司

292,140千円

ＵＭＩウェルネス株式会社

90,719千円

マルミフーズ株式会社

941,312千円

 合計 1,324,171 千円

２.水産物取引買受支払保証

 　マルミフーズ株式会社

 1,192千円

１.借入金に対する保証

次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

大連味思開生物技術有限公司

284,254千円

ＵＭＩウェルネス株式会社

57,180千円

マルミフーズ株式会社

683,702千円

合計 1,025,136 千円

２.水産物取引買受支払保証

 　マルミフーズ株式会社

3,548 千円
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（中間損益計算書関係）

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 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

合計

千円

276,526

12,388

288,914

千円

314,694

12,412

327,106

千円

629,683

25,468

655,152

※2 営業外収益のうち主要項目

受取利息

受取配当金

有価証券利息

千円

2,443

28,286

13,150

千円

3,138

33,609

15,264

千円

5,460

33,885

62,429

※3 営業外費用のうち主要項目

支払利息

損害賠償金

千円

5,448

4,260

千円

3,592

6,470

千円

9,793

1,851

※4 特別利益のうち主要項目

投資有価証券売却益

受取保険金

千円

142,137

126,583

千円

－

－

千円

153,738

132,493

※5 特別損失のうち主要項目

投資有価証券評価損

固定資産除却損

役員退職金

会員権評価損

減損損失

千円

－

1,942

172,719

4,273

635,864

千円

－

239

－

－

－

千円

32,700

2,014

172,719

4,273

635,864

※6 減損損失 減損損失

 当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しております。

場所  用途 種類

東京都新宿区 賃貸用不動産 建物及び土地

 賃貸不動産に係る賃料水準の低

迷及び継続的な地価の下落により

収益性が著しく低下した上記物件

の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

その内訳は、土地597,708千円及

び建物38,156千円 合計635,864

千円であります。

 なお回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.5％で割り引い

て算定しております。

─── 減損損失

 当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

しております。

場所  用途 種類

東京都新宿区 賃貸用不動産 建物及び土地

 不動産賃貸用に係る賃料水準の

低迷及び継続的な地価の下落によ

り収益性が著しく低下した上記物

件の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

その内訳は、土地597,708千円及

び建物38,156千円 合計635,864

千円であります。

 なお回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.5％で割り引い

て算定しております。
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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） 3,428 31 － 3,459

合計 3,428 31 － 3,459

 （注）普通株式の自己株式の増加 31株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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）

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

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

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 3,186 1,752 1,433

機械及
び装置

13,834 9,387 4,446

その他 55,268 17,134 38,133

合計 72,289 28,274 44,014

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)

建物 3,186 2,389 796

機械及
び装置

13,834 11,364 2,470

その他 74,528 30,432 44,095

合計 91,549 44,186 47,362

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)

建物 3,186 2,070 1,115

機械及
び装置

13,834 10,376 3,458

その他 55,268 22,820 32,447

合計 72,289 35,267 37,021

（注）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い

ます。

同左 （注）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

法により算定しています。

２．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

２．未経過リース料期末残高相当額

千円

１年内 13,985

１年超 30,028

合計 44,014

千円

１年内 15,820

１年超 31,542

合計 47,362

千円

１年以内 13,313

１年超 23,708

合計 37,021

（注）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

により算定しています。

同左 （注）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

ています。

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

千円

支払リース料 7,509

減価償却費相当額 7,509

千円

支払リース料 8,918

減価償却費相当額 8,918

千円

支払リース料 14,501

減価償却費相当額 14,501

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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

ています。

同左 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。

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 1,159円41銭

１株当たり中間純利益   4円57銭

１株当たり純資産額 1,199円98銭

１株当たり中間純利益 19円89銭

１株当たり純資産額 1,197円92銭

１株当たり当期純利益 32円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

中間（当期）純利益（千円） 64,254 279,508 474,487

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,000

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
（－） （－） （23,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
64,254 279,508 451,487

期中平均株式数（千株） 14,053 14,052 14,053

（重要な後発事象）

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）

 子会社の設立

 　平成17年11月18日の取締役会におい

て子会社の設立を決議しました。

会社の名称 株式会社ソルケア

事業内容 主として醤油及び醤油

加工品の販売

規模 年商1億円（平成19年3

月期見込額）

設立日 平成17年11月29日

資本金 50,000千円（全額当社

が出資）

──── ──── 
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７.　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。
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