
 （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 株式会社　富士ピー・エス 上場取引所 大　福

コード番号 1848 本社所在都道府県 福岡県

(URL　http://www.fujips.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　河野　文將

問合せ先責任者　役職名 理事経理グループリーダー 氏名　江里口　俊郎 ＴＥＬ（092）721－3462

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－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000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 営業損失 経常損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 8,395 0.7 601 － 580 －
17年９月中間期 8,339 △28.1 642 － 634 －

18年３月期 26,295 286 267

中間(当期)純損失
１株当たり中間
(当期)純損失

百万円 ％ 円 銭
18年９月中間期 943 － 53 20
17年９月中間期 700 － 39 50

18年３月期 1,217 68 60

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 17,741,802株 17年９月中間期 17,743,881株 18年３月期 17,743,506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 23,254 8,030 34.5 452 70
17年９月中間期 24,148 9,555 39.6 538 52

18年３月期 23,747 9,115 38.4 513 77

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期   17,739,891株 17年９月中間期 17,743,136株 18年３月期  17,743,036株

②期末自己株式数 18年９月中間期 862,353株 17年９月中間期 859,108株 18年３月期 859,208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 経常損失 当期純損失

百万円 百万円 百万円
通　期 24,500 850 1,250

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　70円46銭

３．配当状況

・現金配当

期末 年間

18年３月期 5.00 5.00

18年９月中間期（実績） － －

19年３月期（予想） 5.00 5.00

（注）平成18年３月期末配当金の内訳　　普通配当　５円00銭

 

※　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、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。

なお、上記予想に関する事項は中間決算説明資料（２～６ページ）を参照して下さい。
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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           

現金預金  2,545,588   2,457,291   2,893,951   

受取手形  ※3 1,204,756   1,460,241   1,379,455   

完成工事未収入金  4,073,191   4,562,912   7,540,878   

未成工事支出金  6,727,733   6,319,699   3,398,281   

その他たな卸資産  90,770   76,459   93,500   

繰延税金資産  308,948   －   297,012   

関係会社短期貸付
金 

 150,000   20,000   －   

その他 ※4 1,188,201   1,149,265   1,142,909   

貸倒引当金  △7,259   △2,007   △10,902   

流動資産合計   16,281,931 67.4  16,043,861 69.0  16,735,086 70.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1          

建物  1,295,953   1,236,275   1,250,863   

機械装置  988,199   1,093,466   883,117   

土地  2,463,938   2,454,509   2,458,875   

その他  405,851   474,151   365,593   

有形固定資産合計  5,153,943   5,258,402   4,958,448   

２　無形固定資産  263,269   216,065   236,176   

３　投資その他の資産           

    投資有価証券  －   884,720   969,541   

繰延税金資産  784,717   －   －   

その他  1,685,863   913,576   911,203   

貸倒引当金  △21,026   △62,180   △62,931   

投資その他の資産合
計

 2,449,553   1,736,117   1,817,813   

固定資産合計   7,866,766 32.6  7,210,585 31.0  7,012,438 29.5

資産合計   24,148,698 100.0  23,254,446 100.0  23,747,525 100.0
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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           

支払手形 ※3,5 1,877,496   1,303,278   1,467,473   

工事未払金  ※5 4,779,361   6,122,323   6,885,789   

未払法人税等  35,187   27,811   64,125   

未成工事受入金  5,240,347   4,868,839   3,249,214   

完成工事補償引当金  29,738   20,380   25,817   

工事損失引当金  －   267,005   －   

その他 ※5 956,171   881,931   1,062,052   

流動負債合計   12,918,303 53.5  13,491,570 58.0  12,754,472 53.7

Ⅱ　固定負債           

 　　 繰延税金負債  －   152,089   186,597   

退職給付引当金  1,407,572   1,405,381   1,440,480   

役員退職慰労引当金  169,993   －   152,403   

その他  97,756   174,504   97,756   

固定負債合計   1,675,322 6.9  1,731,975 7.5  1,877,238 7.9

負債合計   14,593,625 60.4  15,223,546 65.5  14,631,711 61.6
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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   2,379,273 9.9  － －  2,379,273 10.0

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,224,487   －   2,224,487   

２　その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   2,224,487 9.2  － －  2,224,487 9.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  301,340   －   301,340   

２　任意積立金  4,734,428   －   4,734,428   

３　中間未処分利益又は
当期未処理損失
（△）

 47,746   －   △468,600   

利益剰余金合計   5,083,515 21.1  － －  4,567,168 19.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  198,152 0.8  － －  275,277 1.2

Ⅴ　自己株式   △330,357 △1.4  － －  △330,394 △1.4

資本合計   9,555,072 39.6  － －  9,115,814 38.4

負債資本合計   24,148,698 100.0  － －  23,747,525 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  2,379,273 10.2  － －

２　資本剰余金           

 　　 資本準備金  －   2,224,487   －   

 資本剰余金合計   － －  2,224,487 9.6  － －

 ３　利益剰余金           

 　（1）利益準備金  －   301,340   －   

 　（2）その他利益剰余金           

特別償却準備金  －   4,821   －   

任意積立金  －   3,721,000   －   

繰越利益剰余金  －   △492,618   －   

利益剰余金合計   － －  3,534,543 15.2  － －

４　自己株式   － －  △331,773 △1.4  － －

株主資本合計   － －  7,806,531 33.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

  　その他有価証券評価
差額金

  － －  224,369   － －

評価・換算差額等合計   － －  224,369 0.9  － －

純資産合計   － －  8,030,900 34.5  － －

負債純資産合計   － －  23,254,446 100.0  － －
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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   8,339,566 100.0  8,395,879 100.0  26,295,578 100.0

Ⅱ　売上原価   7,181,582 86.1  7,498,221 89.3  23,083,466 87.8

売上総利益   1,157,983 13.9  897,658 10.7  3,212,111 12.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,800,433 21.6  1,499,085 17.9  3,498,906 13.3

営業損失（△）   △642,449 △7.7  △601,426 △7.2  △286,794 △1.1

Ⅳ　営業外収益 ※1  24,051 0.3  31,349 0.4  42,238 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※2  15,703 0.2  10,892 0.1  22,635 0.1

経常損失（△）   △634,100 △7.6  △580,969 △6.9  △267,191 △1.0

Ⅵ　特別利益   49,003 0.6  29,177 0.4  312,689 1.2

Ⅶ　特別損失   983 0.0  72,640 0.9  192,422 0.8

税引前中間（当
期）純損失（△）

  △586,080 △7.0  △624,431 △7.4  △146,924 △0.6

法人税、住民税及
び事業税

 24,065   19,477   48,598   

法人税等調整額  90,709 114,775 1.4 300,000 319,477 3.8 1,021,680 1,070,278 4.0

中間（当期）純損
失（△）

  △700,856 △8.4  △943,909 △11.2  △1,217,203 △4.6

前期繰越利益   748,603   －   748,603  

中間未処分利益又
は当期未処理損失
（△）

  47,746   －   △468,600  
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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

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

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 0 2,224,487 301,340 13,428 4,721,000 △468,600 4,567,168 △330,394 8,840,536

中間会計期間中の変

動額

特別償却準備金の

取崩（注）
     △8,607  8,607 －  －

別途積立金の取崩

（注）
      △1,000,000 1,000,000 －  －

剰余金の配当

（注） 
       △88,715 △88,715  △88,715

中間純損失        △943,909 △943,909  △943,909

自己株式の取得          △1,417 △1,417

自己株式の処分   △0 △0    △0 △0 37 36

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（千円）
－ － △0 △0 － △8,607 △1,000,000 △24,018 △1,032,625 △1,379 △1,034,005

平成18年９月30日　

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 － 2,224,487 301,340 4,821 3,721,000 △492,618 3,534,543 △331,773 7,806,531

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（千円）
275,277 275,277 9,115,814

中間会計期間中の変動

額

特別償却準備金の

取崩（注）
  －

別途積立金の取崩

（注）
  －

剰余金の配当

（注）
  △88,715

中間純損失   △943,909

自己株式の取得   △1,417

自己株式の処分   36

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△50,908 △50,908 △50,908

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
△50,908 △50,908 △1,084,913

平成18年９月30日　残

高（千円）
224,369 224,369 8,030,900

 （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

 
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

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）

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

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 未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

その他たな卸資産

移動平均法による原価法

その他たな卸資産

同左

その他たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産…定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

建物、構築物 ７～50年

機械装置、車両

運搬具、工具器

具備品

２～12年

  

無形固定資産…定額法

 

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用…定額法

 

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権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債権の回収可能

性を勘案して回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

   

完成工事補償引当金

　完成工事等にかかる瑕疵担保等責

任に備えるため、過去の実績に基づ

く将来の補償見込額を計上しており

ます。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

同左

   

－ 37 －



 
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）

工事損失引当金

―――――――

工事損失引当金

　受注工事に係わる将来の損失に備

えるため、当中間会計期間末手持工

事のうち、将来の損失発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積

もることが可能な工事について、損

失見込相当額を個別に見積もり、同

額を引当計上しております。

（追加情報）

　中間会計期間末手持工事に係る将

来の損失見込額については、従来

「未成工事支出金」から控除してお

りましたが、金額的重要性が増した

ため、当中間会計期間より「工事損

失引当金」として計上することとい

たしました。これによる損益に与え

る影響はありません。

なお、前中間会計期間末の「工事損

失引当金」に相当する金額は47,948

千円であります。

工事損失引当金

―――――――

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。

　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

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12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。

退職給付引当金

同左

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

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12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。

 　   

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、内規に基づく役員退職慰労金

中間期末要支給額の100％相当額を

計上しております。

 

役員退職慰労引当金

―――――――

 

 

 

 （追加情報）

  平成18年６月27日開催の定時株

主総会終結の時をもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在任役員に

ついては、定時株主総会終結時の

要支給額を退任時に支給すること

を決議しております。これに伴い、

役員退職金要支給額74,880千円に

ついては、固定負債の「その他」

に計上しております。

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、内規に基づく役員退職慰労金

期末要支給額の100％相当額を計上

しております。

（追加情報）

　平成18年４月28日開催の当社取締

役会において、平成17年３月末まで

の要支給額をもって役員の退職慰労

金の支給を凍結することを決議して

おります。このため当事業年度の新

たな繰入は行なっておりません。
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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　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

(1）完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は3,938,854千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は3,051,831千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は6,826,212千円であります。

(2）消費税等に相当する額

の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は税抜方式によってお

ります。

同左 同左
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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）

―――――――  （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、8,030,900千円でありま

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）

 　　　　　　　　　 ──────

 　　　　　　　　　 

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」(前中

間会計期間835,136千円）は、重要性が増したため、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
6,179,008千円          6,547,465千円          6,346,952

２　偶発債務 　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

 富士興産㈱ 　　 886,183千円 富士興産㈱ 680,389千円 富士興産㈱ 　   783,286千円

※３　中間会計期間末日及び

事業年度末日満期手形

の会計処理

―――――― 　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　　　118,091千円

　支払手形　　　 10,719

――――――

※４　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。

同左 ――――――

※５　一括ファクタリングシ

ステムによる支払方法

の変更

　       ―――――― ―――――― 　平成17年５月支払い分より、一部

仕入先等への支払方法を手形から一

括ファクタリングシステムによる支

払いに変更しております。この変更

に伴い、支払手形は2,763,737千円、

設備関係支払手形は19,141千円それ

ぞれ減少し、工事未払金は2,763,737

千円、未払金は19,141千円それぞれ

増加しております。

（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　営業外収益の主要項目 受取利息 3,675千円 受取利息      6,546 受取利息      8,978

※２　営業外費用の主要項目 支払利息 32千円 支払利息   302 支払利息      549

３　減価償却実施額    

有形固定資産 204,491千円        205,767千円 464,011千円

無形固定資産 19,182 　　　　28,302 　47,676

４　売上高の季節的変動 　当社の売上高は、通常の営業の形

態として、会計年度の上半期売上高

と下半期売上高との間に著しい相違

があり、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。

同左 ―――――――
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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）1,2 859,208 3,243 98 862,353

合計 859,208 3,243 98 862,353

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,243株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少98株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。
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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

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

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

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）

工具器
具備品

72,269 55,722 16,546

その他 34,370 28,378 5,992

合計 106,639 84,100 22,539

 

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）

工具器
具備品

62,409 50,588 11,820

その他 17,946 15,385 2,561

合計 80,355 65,974 14,381

 

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）

工具器
具備品

53,591 41,973 11,617

その他 31,440 27,485 3,955

合計 85,031 69,459 15,572

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

等

　未経過リース料期末残高相当額

 １年内 18,879千円

 １年超 21,080

 計 39,960

 １年内       11,263千円

 １年超 14,100

 計 25,364

 １年内       14,167千円

 １年超 15,230

 計 29,397

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

及び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

及び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

及び支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 13,273千円

減価償却費相当額 8,457

支払利息相当額 526

支払リース料    9,713千円

減価償却費相当額 5,782

支払利息相当額 259

支払リース料   24,138千円

減価償却費相当額 15,423

支払利息相当額 829

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10％として定率法により

計算した額に、10／９を乗じる方

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

(減損損失について）

　リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について）

同左

(減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　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。

（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。 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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