
 - 23 -

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       株式会社 オーナミ       上場取引所      大 

コ ード番号       ９ ３ １ ７       本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.0073.co.jp）  

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 伊 藤 雅 敏  

問合せ先責任者 役職名 常務取締役総務部長 氏名 大 西 庄 一 ＴＥＬ（０６）６４４５－００７３ 

決算取締役会開催日            平成１８年１１月１７日 配当支払開始日 － 

単元株制度採用の有無 有（1単元 1,000株）   

１．18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                                       （単位百万円未満切り捨て） 

 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 4,460  (  △2.7) 162  (    1.3) 151  (    4.5)

17年9月中間期 4,582  (   15.8) 160  (   49.6) 144  (   51.6)

18年3月期 9,353  (  15.0) 370  (  41.7) 322  (  41.8)

 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 75  ( △60.6) 7 16  

17年9月中間期 190  (  298.6) 18 16  

18年3月期 312  (  108.9) 28 64  

 

(注) ①期中平均株式数 18年9月中間期 10,479,554株 17年9月中間期 10,483,815株 18年3月期 10,482,560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

  百万円  百万円  %  円 銭 
18年9月中間期 9,421  3,893  41.3  371 55  

17年9月中間期 9,040  3,827  42.3  365 09  

18年3月期 9,595  3,928 40.9  373 66

（注） ①期末発行済株式数  18年9月中間期 10,478,387株 17年9月中間期 10,482,577株 18年3月期 10,480,637株

 ②期末自己株式数         18年9月中間期 21,613株 17年9月中間期 17,423株 18年3月期 19,363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 

  百万円  百万円  百万円 
通 期 8,700  280  120  

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 11円45銭 

３．配当状況 

現金配当 1株当たり配当金 

 中間期末 期 末 年 間 

  円 銭  円 銭  円 銭 
18年3月期 － －  7 50 7 50  

19年3月期(実績) － －  － －

19年3月期(予想) － －  5 00
5 00  

 

   上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであり、リスクや不確実性を

含んでおります。従って、実際の業績は、さまざまな要素により、これらの業績予想とは大きく異なる可能性があることを

ご承知おきください。上記の業績予想に関する事項につきましては、5ページをご参照ください。 
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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(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  804 890 1,144 

 ２ 受取手形 ※６ 317 568 327 

 ３ 営業未収金  1,684 1,806 1,955 

 ４ 有価証券 ※４ 1 ― 10 

 ５ たな卸資産  5 7 7 

 ６ 繰延税金資産  95 96 97 

 ７ その他 ※４ 128 96 91 

   貸倒引当金  △7 △5 △5 

   流動資産合計   3,029 33.5 3,460 36.7  3,630 37.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※２   

  (1) 建物 ※３ 647 695 628 

  (2) 機械装置  159 203 192 

  (3) 船舶 ※３ 460 385 423 

  (4) 土地 ※３ 4,025 4,047 4,047 

  (5) その他  116 130 139 

   有形固定資産合計  5,410 5,462 5,430 

 ２ 無形固定資産  24 24 24 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※４ 470 363 395 

  (2) その他  118 121 126 

    貸倒引当金  △13 △11 △11 

   投資その他の資産 

   合計 
 575 473 510 

   固定資産合計   6,011 66.5 5,961 63.3  5,965 62.2

   資産合計   9,040 100.0 9,421 100.0  9,595 100.0
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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(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  233 313 295 

 ２ 営業未払金  505 587 579 

 ３ 短期借入金 ※３ 1,336 1,268 1,310 

 ４ 一年内償還予定の社債 ※３ 600 300 ― 

 ５ 一年内返済予定の 

   長期借入金 
※３ 78 118 118 

 ６ 未払法人税等  69 92 74 

 ７ 賞与引当金  211 210 214 

 ８ 役員賞与引当金  ― 7 ― 

 ９ その他 ※５ 110 116 193 

   流動負債合計   3,145 34.8 3,014 32.0  2,786 29.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債 ※３ 780 1,080 1,380 

 ２ 長期借入金 ※３ 187 248 307 

 ３ 繰延税金負債  293 368 395 

 ４ 退職給付引当金  715 705 697 

 ５ 役員退職慰労引当金  33 47 40 

 ６ 船舶特別修繕引当金  7 12 9 

 ７ 預り保証金  51 51 51 

   固定負債合計   2,067 22.9 2,513 26.7  2,881 30.0

   負債合計   5,213 57.7 5,527 58.7  5,667 59.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   525 5.8 ― ―  525 5.5

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  112 ― 112 

   資本剰余金合計   112 1.2 ― ―  112 1.2

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  131 ― 131 

 ２ 任意積立金  1,862 ― 1,862 

 ３ 中間(当期)未処分利益  1,064 ― 1,187 

   利益剰余金合計   3,058 33.8 ― ―  3,180 33.1

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  133 1.5 ― ―  113 1.1

Ⅴ 自己株式   △2 △0.0 ― ―  △3 △0.0

   資本合計   3,827 42.3 ― ―  3,928 40.9

   負債資本合計   9,040 100.0 ― ―  9,595 100.0
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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(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   ― 525  ―

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 112 ― 

   資本剰余金合計   ― 112  ―

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ― 131 ― 

  (2) その他利益剰余金     

   圧縮特別勘定積立金  ― 118  

   固定資産圧縮積立金  ― 807  

   別途積立金  ― 1,046 ― 

   繰越利益剰余金  ― 1,060 ― 

   利益剰余金合計   ― 3,164  ―

 ４ 自己株式   ― △3  ―

   株主資本合計   ― ― 3,798 40.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券 

   評価差額金 
  ― 94  ―

   評価・換算差額等 

   合計 
  ― ― 94 1.0  ― ―

   純資産合計   ― ― 3,893 41.3  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 9,421 100.0  ― ―
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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(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 営業収入   4,582 100.0 4,460 100.0  9,353 100.0

Ⅱ 営業原価   3,746 81.8 3,595 80.6  7,618 81.4

   営業総利益   835 18.2 865 19.4  1,734 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   675 14.7 702 15.8  1,363 14.6

   営業利益   160 3.5 162 3.6  370 4.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  19 0.4 18 0.4  31 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  35 0.7 29 0.6  80 0.9

   経常利益   144 3.2 151 3.4  322 3.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※４ 210 ― 210 

 ２ 関係会社株式売却益  ― ― 112 

 ３ 保証金返還差益  16 ― 16 

 ４ その他 ※５ ― 226 4.9 4 4 0.1 5 344 3.7

Ⅶ 特別損失    

   固定資産除却損 ※６ 11 11 0.2 12 12 0.3 13 13 0.1

   税引前中間(当期) 

   純利益 
  360 7.9 143 3.2  653 7.0

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 63 82 120 

   法人税等調整額  107 170 3.7 △13 68 1.5 221 341 3.7

   中間(当期)純利益   190 4.2 75 1.7  312 3.3

   前期繰越利益   874 ―  874

   中間(当期) 

   未処分利益 
  1,064 ―  1,187

    

 



 - 28 -

 

（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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 525 112 112 

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) 
― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 525 112 112 

 

株主資本 

利益剰余金 

 
 

利益準備金 圧縮特別勘

定積立金

固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 131 39 775 1,046 1,187 3,180 3,814

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △78 △78 △78

 役員賞与(注)  △12 △12 △12

 中間純利益  75 75 75

 自己株式の取得   △0 △0

 圧縮特別勘定積立金の積立(注)  118 △118 ― ―

 固定資産圧縮積立金の積立(注)  37 △37 ― ―

圧縮特別勘定積立金の取崩(注)  △39 39 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)  △5 5 ― ―

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― 79 32 ― △127 △16 △16

平成18年９月30日残高(百万円) 131 118 807 1,046 1,060 3,164 △3 3,798

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 113 113 3,928

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) △78

 役員賞与(注) △12

 中間純利益 75

 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) 
△18 △18 △18

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
△18 △18 △35

平成18年９月30日残高(百万円) 94 94 3,893

（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基本となる重要な事項 

 
 前中間会計期間   当中間会計期間   前事業年度  

(自 平成 17 年４月１日  ( 自 平成 18 年４月１日  (自  平成 1 7 年４月１日  

 至 平成17年９月30日) 至 平成 18年９月30日)  至  平 成 1 8 年 ３月 3 1 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 
    償却原価法(定額法) 

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 

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 
   ① 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して
おります。) 

   その他有価証券 
   ① 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し
ております。) 

   その他有価証券 
   ① 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して
おります。) 

   ② 時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

   ② 時価のないもの 
同左 

   ② 時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 
   材料及び貯蔵品 
    最終仕入原価法 

 (2) たな卸資産 
   材料及び貯蔵品 

同左 

 (2) たな卸資産 
   材料及び貯蔵品 

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 
   ただし、船舶及び平成 10 年４
月１日以降取得した建物(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、主な耐用年数は次のとお
りであります。 

建物 3～65年

機械装置 2～17年

船舶 6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 

 (2) 無形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
同左 

３    ――――― 
 

３    ――――― 
 

３ 重要な繰延資産の処理方法 
社債発行費 
商法施行規則の規定に基づき3
期間で均等償却を行っておりま
す。 
ただし、金額的に重要性がない
場合には、支出時に全額費用処理
しております。 

４ 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そ
なえるため、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。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 
   従業員賞与の支給にそなえる
ため、支給見込額を計上しており
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   当中間会計期間   前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日  (自 平成 18 年４月１日  (自  平成 1 7 年４月１日  

 至 平成1 7年９月30日) 至 平成 18年９月30日)  至  平 成 1 8 年 ３月 3 1 日) 

(3)    ――――― 
 

(3) 役員賞与引当金 
   役員に対して支給する賞与に
そなえるため、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額を計上し
ております。 

  （会計方針の変更） 
   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、7百万円減少
しております。 

(3)    ――――― 
 

 (4) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付にそなえる
ため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき、
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。 

   数理計算上の差異について
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内
の一定の年数(10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。 

 (4) 退職給付引当金 
同左 

 (4) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付にそなえる
ため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき計
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に
おける従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数(10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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金の支給にそな
えて、役員退職金内規に基づく
中間期末基本退職金額を計上し
ております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 
同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金の支給にそな
えて、役員退職金内規に基づく
期末基本退職金額を計上してお
ります。 

 (6) 船舶特別修繕引当金 
   船舶の定期的な検査改修に要
する費用にそなえるため、改修
費の見積額の当中間会計期間対
応額を計上しております。 

 (6) 船舶特別修繕引当金 
同左 

 (6) 船舶特別修繕引当金 
   船舶の定期的な検査改修に要
する費用にそなえるため、改修
費の見積額の当期対応額を計上
しております。 

５ リース取引の処理の方法 
  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 リース取引の処理の方法 
同左 

５ リース取引の処理の方法 
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 

 ① 消費税等の会計処理について 
   税抜方式によっている。 

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 

 ① 消費税等の会計処理について
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 

 ① 消費税等の会計処理について 
同左 

 ② 税額計算等における固定資産
圧縮積立金の取扱い 

   税額及び法人税等調整額は、
当事業年度において予定して
いる利益処分による租税特別
措置法の規定に基づく固定資
産圧縮積立金の積立及び取崩
を前提として、当中間会計期
間に係る税額を計算しており
ます。 

② 税額計算等における固定資産
圧縮積立金の取扱い 

   税額及び法人税等調整額は、
当事業年度における租税特別
措置法の規定に基づく固定資
産圧縮積立金の積立及び取崩
を前提として、当中間会計期
間に係る税額を計算しており
ます。 

②   ――――― 
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会計処理の変更 
 

 前中間会計期間   当中間会計期間   前事業年度  

(自 平成 17 年４月１日  (自 平成 18 年４月１日  (自 平成 17 年４月１日  

 至 平成1 7年９月30日) 至 平成 18年９月30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)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。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
 当期から「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)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。 

――――― （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3,893百万円であり
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。 

――――― 

 



 - 32 -

 
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 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 260百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

336百万円

 

 １ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 ―百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

352百万円

 

 １ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 238百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

341百万円

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,941百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計
額 

3,029百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,983百万円
※３ 担保資産及び担保付債務 
   建物241百万円及び土地2,404

百万円は社債780百万円及び
一年内償還予定の社債600百
万円の担保に供しておりま
す。船舶のうち277百万円は長
期借入金145百万円及び一年
内返済予定の長期借入金50百
万円の担保に供しておりま
す。 

※３ 担保資産及び担保付債務 
   下記の有形固定資産について

抵当権及び根抵当権を設定し
ております。 

  (担保資産) 

土地 2,404百万円

建物 228百万円

船舶 228百万円

合計 2,860百万円

  (担保付債務) 
   (抵当権に係るもの) 

社債 480百万円

一年内償還予
定の社債 

300百万円

長期借入金 94百万円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

50百万円

合計 925百万円

   (根抵当権に係るもの) 

社債 600百万円

長期借入金 154百万円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

67百万円

短期借入金 918百万円

合計 1,740百万円

   但し、根抵当権の極度額は800
百万円であります。 

※３ 担保資産及び担保付債務 
   下記の有形固定資産について

抵当権及び根抵当権を設定し
ております。 

  (担保資産) 

土地 2,404百万円

建物 233百万円

船舶 252百万円

合計 2,890百万円

  (担保付債務) 
   (抵当権に係るもの) 

社債 780百万円

長期借入金 119百万円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

50百万円

合計 950百万円

   (根抵当権に係るもの) 

社債 600百万円

長期借入金 188百万円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

67百万円

短期借入金 964百万円

合計 1,820百万円

   但し、根抵当権の極度額は800
百万円であります。 

※４ このうち大阪市市債8百万円
を土地賃借契約保証金として
大阪市へ供託しております。 

有価証券 1百万円

投資有価証券 6百万円
 

※４ このうち大阪市市債6百万円
を土地賃借契約保証金として
大阪市へ供託しております。 

投資有価証券 6百万円
 

※４ このうち大阪市市債8百万円
を土地賃借契約保証金として
大阪市へ供託しております。 

投資有価証券 6百万円

流動資産その他 1百万円
 

※５ 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「そ
の他」に含めて表示しており
ます。 

※５ 消費税等の取扱い 
同左 

※５   ――――― 

※６   ――――― ※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 7百万円
 

※６   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

 前中間会計期間   当中間会計期間   前事業年度  

(自 平成 17 年４月１日  (自 平成 18 年４月１日  (自 平成 17 年４月１日  

 至 平成1 7年９月30日) 至 平成 18年９月30日) 至 平成 18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円

受取配当金 4百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円

受取配当金 5百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円

受取配当金 5百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 13百万円

社債利息 15百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 13百万円

社債利息 11百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25百万円

社債利息 31百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 82百万円

無形固定資産 0百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 83百万円

無形固定資産 0百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 168百万円

無形固定資産 0百万円
 

※４ 固定資産売却益の内訳 

土地 210百万円
 

※４   ――――― ※４ 固定資産売却益の内訳 

土地 210百万円
 

※５   ――――― 
 

※５ 特別利益その他の内訳 
投資有価証券
売却益 

2百万円

貸倒引当金戻
入益 

2百万円

合計 4百万円
 

※５ 特別利益その他の内訳 
投資有価証券
清算益 

3百万円

貸倒引当金戻
入益 

2百万円

合計 5百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物 9百万円

機械装置 0百万円

その他 1百万円

合計 11百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物 9百万円

解体費用 2百万円

合計 12百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物 9百万円

機械装置 2百万円

その他 1百万円

合計 13百万円
 

 
(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） 19,363 2,250 ― 21,613

 
変動事由の概要 
  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加    2,250 株 

 
 
(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
(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及び関連会社株式で時価
のあるものはございません。 

 

 

 


