
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           ケイヒン株式会社            上場取引所     東証第一部 
コ ー ド 番 号           ９３１２                   本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.keihin.co.jp/） 

代  表  者        役職名 代表取締役社長 氏名 大津 育敬 

問合せ先責任者        役職名 取締役財務部長 氏名 漆畑 光一  ＴＥＬ（０３）３４５６－７８２５ 

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

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                                                                       （注）百万円未満切捨表示 

 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        ％ 

         20,650      14.8   

         17,989       5.5   

           百万円        ％ 

            629    △ 11.0   

            707      12.2   

           百万円        ％ 

            472    △ 11.6   

            534      24.5   

18年 3月期          35,966           1,336             950 

   

 
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        ％ 

           167       ― 

         △ 165   △ 175.0 

              円     銭 

            2     48 

          △ 2     46 

18年 3月期            118             1     75 

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 67,499,839株  17年 9月中間期 67,504,669株  18年 3月期 67,503,560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 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

           百万円 

         44,870 

         45,028 

          百万円 

         15,437 

         15,310 

             ％ 

         34.4 

         34.0 

      円     銭 

      228     71 

      226     81 

18年 3月期          45,920          15,991          34.8       236     91 

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 67,497,736株  17年 9月中間期 67,504,326株  18年 3月期 67,501,681株 

   ②期末自己株式数         18年 9月中間期     41,721株  17年 9月中間期     35,131株  18年 3月期     37,776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 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通   期 

          百万円 

      38,800 

      百万円 

       1,230 

      百万円 

         840 

          百万円 

         400 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  5円 93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 ―― 5.60 5.60 

19年 3月期（実績） ―― ―― 

19年 3月期（予想） ―― 5.60 
5.60 
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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(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  2,270 1,943 2,033 

 ２ 受取手形 ※５ 182 166 637 

 ３ 営業未収金  4,330 4,600 4,309 

 ４ 貯蔵品  1 2 1 

 ５ 短期貸付金  4 501 503 

 ６ 繰延税金資産  247 142 124 

 ７ その他  656 653 696 

   貸倒引当金  △19 △9 △7 

   流動資産合計   7,674 17.1 8,001 17.8  8,298 18.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※２   

  (1) 建物 ※１ 18,583 18,535 18,721 

  (2) 土地 ※１ 6,960 6,960 6,960 

  (3) 建設仮勘定  350 104 ― 

  (4) その他  1,086 1,141 1,173 

   有形固定資産合計  26,981 26,741 26,856 

 ２ 無形固定資産    

  (1) 借地権  2,285 2,285 2,285 

  (2) その他  407 389 441 

   無形固定資産合計  2,693 2,674 2,726 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※１ 6,621 6,959 7,544 

  (2) 長期貸付金  500 ― ― 

  (3) 差入保証金  478 442 443 

  (4) その他  62 46 44 

   投資その他の資産 
   合計 

 7,662 7,449 8,032 

   固定資産合計   37,336 82.9 36,865 82.2  37,615 81.9

Ⅲ 繰延資産    

   社債発行費  17 3 6 

   繰延資産合計   17 0.0 3 0.0  6 0.0

    資産合計   45,028 100.0 44,870 100.0  45,920 100.0
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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 営業未払金  2,922 3,043 2,642 

 ２ 短期借入金  3,637 4,341 3,069 

 ３ 一年内返済長期 

   借入金 
※１ 3,825 3,718 3,887 

 ４ 未払法人税等  310 252 406 

 ５ その他 ※３ 883 924 790 

   流動負債合計   11,578 25.7 12,281 27.4  10,797 23.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債 ※１ 3,000 3,000 3,000 

 ２ 長期借入金 ※１ 11,644 10,515 12,360 

 ３ 繰延税金負債  850 847 1,086 

 ４ 退職給付引当金  1,767 1,811 1,810 

 ５ 関係会社損失引当金  487 597 487 

 ６ その他  390 381 387 

   固定負債合計   18,138 40.3 17,152 38.2  19,131 41.7

    負債合計   29,717 66.0 29,433 65.6  29,928 65.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   5,376 11.9 ― ―  5,376 11.7

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  4,812 ― 4,812 

 ２ その他資本剰余金  0 ― 0 

   資本剰余金合計   4,812 10.7 ― ―  4,812 10.5

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金   984 ―  984

２ 任意積立金    

  (1) 特別償却準備金  0 ― 0 

  (2) 固定資産圧縮 

積立金 
 828 ― 828 

  (3) 別途積立金  1,713 ― 1,713 

   任意積立金合計   2,542 ―  2,542

 ３ 中間(当期)未処分 

   利益 
  140 ―  424

   利益剰余金合計   3,667 8.1 ― ―  3,952 8.6

Ⅳ その他有価証券評価 

  差額金 
  1,460 3.3 ― ―  1,858 4.0

Ⅴ 自己株式   △6 △0.0 ― ―  △7 △0.0

    資本合計   15,310 34.0 ― ―  15,991 34.8

  負債及び資本合計   45,028 100.0 ― ―  45,920 100.0
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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   ― 5,376  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 4,812 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 0 ― 

資本剰余金合計   ― 4,812  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 984 ― 

(2) その他利益剰余金    

固定資産圧縮 

積立金 
 ― 817 ― 

別途積立金  ― 1,713 ― 

繰越利益剰余金  ― 224 ― 

利益剰余金合計   ― 3,741  ―

４ 自己株式   ― △9  ―

株主資本合計   ― ― 13,920 31.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
評価差額金 

  ― 1,516  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,516 3.4  ― ―

純資産合計   ― ― 15,437 34.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 44,870 100.0  ― ―
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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 売上高   17,989 100.0 20,650 100.0  35,966 100.0

Ⅱ 売上原価   16,878 93.8 19,616 95.0  33,842 94.1

   売上総利益   1,111 6.2 1,034 5.0  2,124 5.9

Ⅲ 一般管理費   403 2.2 404 2.0  787 2.2

   営業利益   707 4.0 629 3.0  1,336 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  77 0.4 81 0.4  119 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  250 1.4 238 1.1  505 1.4

   経常利益   534 3.0 472 2.3  950 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３  114 0.6 23 0.1  375 1.1

Ⅶ 特別損失 ※４  565 3.1 120 0.6  571 1.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  83 0.5 375 1.8  755 2.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※６ 289 231 475 

   過年度法人税等  ― ― 115 

   法人税等調整額 ※６ △39 249 1.4 △22 208 1.0 46 636 1.8

   中間(当期)純利益   ― ― 167 0.8  118 0.3

   中間純損失   165 △0.9 ― ―  ― ―

   前期繰越利益   305 ―  305

   中間(当期)未処分 
   利益 

  140 ―  424
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,376 4,812 0 4,812

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  －

特別償却準備金の取崩し（注）  －

固定資産圧縮積立金の取崩し（注）  －

中間純利益  －

自己株式の取得  －

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) 

－ － － －

平成18年９月30日残高(百万円) 5,376 4,812 0 4,812

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 特別償却 

準備金 

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 

平成18年３月31日残高(百万円) 984 0 828 1,713 424 3,952

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △378 △378

 特別償却準備金の取崩し（注） △0 0 －

 固定資産圧縮積立金の取崩し（注） △10 10 －

 中間純利益 167 167

自己株式の取得  －

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) 

－ △0 △10 － △199 △210

平成18年９月30日残高(百万円) 984 － 817 1,713 224 3,741

 

株主資本 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 

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) △7 14,133 1,858 1,858 15,991

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △378 － △378

 特別償却準備金の取崩し（注） － － －

 固定資産圧縮積立金の取崩し（注） － － －

 中間純利益 167 － 167

 自己株式の取得 △1 △1 － △1

 株主資本以外の項目の中間会計 
 期間中の変動額(純額) 

－ △342 △342 △342

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△1 △212 △342 △342 △554

平成18年９月30日残高(百万円) △9 13,920 1,516 1,516 15,437

 

（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 

(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 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

   貯蔵品は、先入先出法による

原価法 

 

 (1) たな卸資産 

同左 

 

 (1) たな卸資産 

同左 

 (2) 有価証券 

イ 子会社株式及び関連会社株

式 

     移動平均法による原価法 

 (2) 有価証券 

イ 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 (2) 有価証券 

イ 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ロ その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間会計期間末日の市場

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。) 

  ロ その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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。) 

  ロ その他有価証券 

    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。) 

    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 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

イ 建物及び構築物 

     定額法 

  ロ 上記以外の有形固定資産 

     定率法 

 

 (1) 有形固定資産 

  イ 建物及び構築物 

同左 

  ロ 上記以外の有形固定資産 

同左 

 

 (1) 有形固定資産 

  イ 建物及び構築物 

同左 

  ロ 上記以外の有形固定資産 

同左 

 

 (2) 無形固定資産 

  イ ソフトウエア 

     社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

  ロ 上記以外の無形固定資産 

     定額法 

 (2) 無形固定資産 

  イ ソフトウエア 

同左 

 

  ロ 上記以外の無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  イ ソフトウエア 

同左 

 

  ロ 上記以外の無形固定資産 

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 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 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充

当するため、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。 

 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 退職給付引当金 

従業員退職金支給による費用

に充当するため、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。なお、数理計算上の差

異は、従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)

による定額法により翌事業年

度から費用処理することとし

ております。 

 

 (2) 退職給付引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員退職金支給による費用

に充当するため、当事業年度

末における退職給付債務に基

づき、当事業年度末において

発生している額を計上してお

ります。 

なお、数理計算上の差異は、

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法により翌事業年度から

費用処理することとしており

ます。 

(3) 関係会社損失引当金 

関係会社の財務体質の健全化

を目的として、将来予想され

る支援およびその他の負担に

備えるため、関係会社損失引

当金を計上しております。 

(3) 関係会社損失引当金 

同左 

(3) 関係会社損失引当金 

同左 

４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 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。 

同左 

 

同左 

 

５ 消費税等の会計処理方法 ５ 消費税等の会計処理方法 ５ 消費税等の会計処理方法 

  消費税および地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

同左 

 

同左 

 

 

41



 
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））および「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。この変更に伴う損益への影

響はありません。 

 

―――――― 

 

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））および「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。この変更に伴う損益への影響

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）および「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。この変更に伴う損益へ

の影響はありません。なお、従来

の資本の部の合計に相当する金額

は、15,437百万円であります。 

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。 

 

―――――― 
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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 担保に供している資産 

建物 16,743百万円 (8,295百万円)

土地 5,001  (2,855      )

投資有価 
証券 

5,031 (  ―     )

 合計 26,775 (11,151      )
 

※１ 担保に供している資産 

建物 17,658百万円 (7,980百万円)

土地 5,001  (2,855      )

投資有価
証券 

5,385 (  ―     )

 合計 28,044 (10,836      )
 

※１ 担保に供している資産 

建物 17,841百万円 (8,154百万円)

土地 5,001  (2,855      )

投資有価 
証券 

5,951 (  ―    )

 合計 28,794 (11,010      )
 

担保付債務 
一年内 
返済長期 
借入金 

3,825百万円 ( 244百万円)

社債 2,000 (2,000   )

長期 
借入金 

9,694 (1,610      )

 合計 15,519 (3,854      )

上記のうち(内書)は工場財団抵当、

港湾運送事業財団抵当ならびに当該

債務を示しております。 

担保付債務 
一年内 
返済長期
借入金 

3,688百万円 ( 244百万円)

社債 2,000 (2,000   )

長期 
借入金 

9,054 (1,366   )

 合計 14,743 (3,610   )

上記のうち(内書)は工場財団抵当、

港湾運送事業財団抵当ならびに当該

債務を示しております。 

担保付債務 
一年内 
返済長期 
借入金 

3,887百万円 ( 244百万円)

社債 2,000 (2,000   )

長期 
借入金 

11,010 (1,488   )

 合計 16,898 (3,732   )

上記のうち(内書)は工場財団抵当、

港湾運送事業財団抵当ならびに当該

債務を示しております。 

   

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は18,697百万円でありま

す。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は19,754百万円でありま

す。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は19,225百万円でありま

す。 

   

※３ 消費税等については、仮払消

費税等と仮受消費税等を相殺

のうえ、その他(流動負債)に

含めて表示しております。 

※３     同左 ※３ その他(流動負債)には、未払

消費税等が含まれておりま

す。 

   

 ４ 偶発債務 

   下記の会社の銀行借入金(長

期)に対し債務保証を行って

おります。 

株式会社ワールド 
流通センター 

1,340百万円

ケイヒン配送 
株式会社 

264 

青海流通センター 
株式会社 

196 

  合計 1,800 
 

 ４ 偶発債務 

   下記の会社の銀行借入金(長

期)に対し債務保証を行って

おります。 

株式会社ワールド
流通センター 

1,192百万円

ケイヒン配送 
株式会社 

154 

青海流通センター
株式会社 

184 

  合計 1,530 
 

 ４ 偶発債務 

   下記の会社の銀行借入金(長

期)に対し債務保証を行って

おります。 

株式会社ワールド 
流通センター 

1,265百万円

ケイヒン配送 
株式会社 

198 

青海流通センター 
株式会社 

189 

  合計 1,654 
 

   

※５    ――――― ※５ 当中間会計期間末日満期手形
の処理 

   当中間会計期間末日は金融機
関の休日でしたが、当中間会
計期間末日に満期となる次の
手形については満期日に決済
が行われたとして処理してお
ります。 

    受取手形    11百万円

※５    ――――― 
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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 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

受取利息 4百万円

受取配当金 44 
 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

受取利息 5百万円

受取配当金 53 
 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

受取利息 10百万円

受取配当金 52 

受取手数料 22 
 

   

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

支払利息 215百万円 

社債利息 20 

  
 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

支払利息 205百万円

社債利息 20 

  
 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

支払利息 420百万円

社債利息 40 

  
 

   

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

投資有価証券 
売却益 

107百万円
 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

過年度固定資産税
還付額 

23百万円
 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

投資有価証券 
売却益 

363百万円
 

   

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

関係会社損失 
引当損 

487百万円 

投資有価証券 
売却損 

46 

役員退任慰労金 31 
 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

関係会社損失 
引当損 

110百万円

投資有価証券 
評価損 

7 

  
 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

関係会社損失 
引当損 

487百万円

投資有価証券 

売却損 
46 

役員退任慰労金 31 
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 576百万円

無形固定資産 49 

  合計 625 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 587百万円

無形固定資産 60 

  合計 647 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,176百万円

無形固定資産 110 

  合計 1,286 
 

   

※６ 中間会計期間に係る納付税額

および法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による固定資産圧

縮積立金および特別償却準備

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。 

※６ 中間会計期間に係る納付税額

および法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

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。 

※６    ――――― 
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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） 37,776 3,945 ― 41,721
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  3,945株 
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(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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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 
 
(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) 

その他 
(車輌運 
搬具) 

491 244 247 

その他 
(器具及 
び備品) 

91 38 53 

合計 582 282 300 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高相当額

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お

ります。 

 

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 
 
(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)

その他
(車輌運
搬具) 

316 106 209

その他
(器具及
び備品)

106 43 63

合計 423 150 273

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高相当額

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お

ります。 

 

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) 

期末残
高相当
額 
 
(百万円)

その他
(車輌運
搬具) 

412 164 247

その他
(器具及
び備品)

98 37 60

合計 511 202 308

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高相当額が有

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おります。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 79百万円

一年超 220 

 合計 300 

  なお、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

り算定しております。 

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 78百万円

一年超 195 

 合計 273 

  なお、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

り算定しております。 

 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

一年内 76百万円

一年超 231 

 合計 308 

  なお、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お

ります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 51百万円

減価償却費 
相当額 

51 

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 41百万円

減価償却費 
相当額 

41 

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 102百万円

減価償却費 
相当額 

102 
 

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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式およ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 226.81円
 

１株当たり純資産額 228.71円
 

１株当たり純資産額 236.91円
 

１株当たり中間純損失 2.46円
 

１株当たり中間純利益 2.48円
 

１株当たり当期純利益 1.75円
 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損

失であり、潜在株式がないため記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式がないため

記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため

記載しておりません。 

   
１株当たり中間純損失の算定上の基

礎 
 
中間損益計算書上の中間純損失 

 165百万円

普通株式に係る中間純損失 

165百万円

普通株主に帰属しない金額の 

主要な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

67,504,669株
 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 
 
中間損益計算書上の中間純利益 

 167百万円

普通株式に係る中間純利益 

167百万円

普通株主に帰属しない金額の 

主要な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

67,499,839株
 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 
 
損益計算書上の当期純利益 

 118百万円

普通株式に係る当期純利益 

118百万円

普通株主に帰属しない金額の 

主要な内訳 

  該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

67,503,560株
 

   
――――― １株当たり純資産額の算定上の基礎

 
中間貸借対照表上の純資産額 

 15,437百万円

普通株式に係る中間期末の 

純資産額 15,437百万円

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末の普通株式の数 

67,497,736株

 

――――― 
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(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) 

 

 該当事項はありません。 

 

当社は、平成18年９月29日開催の取

締役会において、会社法第163条の 

規定により読み替えて適用される同

法156条の規定に基づき、子会社の 

有する自己株式を取得することを決

議し、実施いたしました。 

 

１ 子会社の名称 

ケイヒン配送株式会社 

ダックシステム株式会社 

ケイヒン港運株式会社 

２ 取得の内容 

 (1) 取得した株式の種類 

当社普通株式 

 (2) 取得した株式の総数 

2,175,000株 

 (3) 株式の取得価額の総額 

1,122,300,000円 

 (4) 自己株式取得日 

平成18年10月２日 

 

 

 該当事項はありません。 
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