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決算取締役会開催日 中間配当制度の有無 ・ 無

中間配当支払開始日 単元株制度採用の有無 有 （１単元 100株）

1． ～

（１）  経 営 成 績 ( 百万円未満切捨表示 )

売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益

％ ％ ％

( 9.1 ） ( △ 0.5 ) 640 （ 7.5 ）

( 1.6 ） ( △ 11.1 ) 595 （ 6.3 ）

( 4.5 ) ( △ 2.2 ) ( 3.7 )

中間 (当期) 純利益
１　株　当　た　り
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

（ 21.2 ） 41 90

（ 8.0 ） 34 43

( 0.1 ) 87 15

(注) １．期中平均株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

２．会計処理の方法の変更 有  ・ 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 （百万円未満切捨表示）

総   資   産 純   資   産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 ％ 円 銭

22.3 96

21.4 67

21.1 86

(注) １．期末発行済株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

２．期末自己株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

２． ～

売   上   高 経  常  利  益 当 期 純 利 益

百万円 百万円　 百万円

950

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 108 円 38 銭

３．配当状況

１株当たり配当金（円）

中間期末 期　　末 年　　間

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

　仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

　業績予想のご利用にあたっては、決算短信（連結）の添付資料の「３．経営成績及び財政状態（３）通期の業績の見通し」をご参照下さ

　い。
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１．個別中間財務諸表等

(１) 中間貸借対照表

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. 1,100   1,100   1,273   

2. ※９ 2,968   3,135   4,704   

3. 14,055  14,606  15,917  

4. 4,797   4,965   4,647   

5. ※８ 2,101   415     545     

6. 975     971     813     

△78    △105   △115   

流動資産合計 25,919  63.8  25,089  64.0  27,786  66.6  

Ⅱ 固定資産

1. ※１

(1)建物 ※２ 1,732   1,813   1,772   

(2)土地 ※２ 5,657   5,797   5,631   

(3)その他 134     147     150     

7,524   7,759   7,554   

2. 30      22      25      

3.

(1)
投資有価証
券

※２
※３

3,584   3,309   3,284   

(2)
敷金及び保
証金

487     498     493     

(3)長期貸付金 2,146   1,709   1,767   

(4)その他 2,767   2,937   3,302   

貸倒引当金 △1,825 △2,093 △2,486 

7,160   6,360   6,361   

固定資産合計 14,715  36.2  14,142  36.0  13,941  33.4  

資産合計 40,635  100.0 39,232  100.0 41,727  100.0 

現金及び預金

投資その他の資
産

有形固定資産合
計

無形固定資産

貸倒引当金

投資その他の資
産合計

受取手形

その他

有形固定資産

売掛金

たな卸資産

債権売却未収入
金等

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年9月30日)

前中間会計期間末

(平成17年9月30日) (平成18年3月31日)

当中間会計期間末

－　２　－



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. ※９ 8,019   9,200   9,125   

2. 9,870   10,833  11,221  

3. ※２ 1,592   1,972   2,452   

4. 1,000   2,000   1,000   

5. 174     189     724     

6. 230     200     163     

7.
※３
※７

1,257   645     827     

流動負債合計 22,143  54.5  25,040  63.8 25,514  61.2  

Ⅱ 固定負債

1. 3,600   1,600   3,100   

2. ※２ 3,272   1,300   1,600   

3. 496     389     513     

4. 711     711     711     

5. 528     567     552     

6. 1,176   864     924     

固定負債合計 9,784   24.1  5,432   13.9 7,400   17.7  

負債合計 31,927  78.6  30,473  77.7 32,914  78.9  

（資本の部）

Ⅰ 542     1.3   - - 542     1.3   

Ⅱ

1. 434     - 434     

資本剰余金合計 434     1.0   - - 434     1.0   

Ⅲ

1. 75      - 75      

2. 5,474   - 5,474   

3. 654     - 1,033   

利益剰余金合計 6,203   15.3  - - 6,583   15.8  

Ⅳ 712     1.8   - - 554     1.3   

Ⅴ 813     2.0   - - 697     1.7   

Ⅵ △0     △0.0 - - △0     △0.0 

資本合計 8,707   21.4  - - 8,812   21.1  

負債資本合計 40,635  100.0 - - 41,727  100.0 

利益準備金

任意積立金

自己株式

中間(当期)未処
分利益

土地再評価差額金

その他有価証券評
価差額金

賞与引当金

利益剰余金

資本準備金

資本金

資本剰余金

前事業年度の
要約貸借対照表

当中間会計期間末

(平成18年9月30日) (平成18年3月31日)

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

支払手形

買掛金

一年内返済予定
の長期借入金

退職給付引当金

その他

長期借入金

預り保証金

その他

社債

役員退職慰労引
当金

一年内償還予定
の社債

未払法人税等

－　３　－



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 - - 542     1.4   - -

2. 資本剰余金

(1)資本準備金 - 434     -

資本剰余金合計 - - 434     1.1   - -

3. 利益剰余金

(1)利益準備金 - 75      -

(2)
その他利益
剰余金

固定資産圧
縮積立金

- 1,599   -

別途積立金 - 4,420   -

繰越利益剰
余金

- 739     -

利益剰余金合計 - - 6,834   17.4  - -

4. 自己株式 - - △106   △0.3 - -

株主資本合計 - - 7,705   19.6  - -

Ⅱ 評価･換算差額等

1. - - 499     1.3   - -

2. - - 554     1.4   - -

- - 1,053   2.7   - -

純資産合計 - - 8,759   22.3  - -

- - 39,232  100.0 - -

評価･換算差額等
合計

負債及び純資産合計

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金

前事業年度の
要約貸借対照表

当中間会計期間末

(平成18年9月30日) (平成18年3月31日)

－　４　－



(２) 中間損益計算書

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 46,190  100.0  50,400  100.0  98,760  100.0  

Ⅱ 売上原価 41,947  90.8   45,867  91.0   90,002  91.1   

売上総利益 4,243   9.2    4,532   9.0    8,758   8.9    

Ⅲ 3,708   8.0    4,000   7.9    7,371   7.5    

営業利益 534     1.2    531     1.1    1,387   1.4    

Ⅳ 営業外収益 ※１ 405     0.9    487     1.0    832     0.8    

Ⅴ 営業外費用 ※２ 344     0.8    378     0.8    707     0.7    

経常利益 595     1.3    640     1.3    1,512   1.5    

Ⅵ 特別利益 ※３ 0       0.0    107     0.2    1,050   1.1    

Ⅶ 特別損失 ※４ 19      0.0    92      0.2    1,175   1.2    

税引前中間(当
期)純利益

576     1.3    655     1.3    1,387   1.4    

法人税、住民税
及び事業税

※５ 165     192     878     

法人税等調整額 ※５ 108     273     0.6    96      288     0.6    △263   614     0.6    

中間(当期)純利
益

302     0.7    367     0.7    773     0.8    

前期繰越利益 351     - 351     

中間配当額 - - 87      

土地再評価差額
金取崩額

- - △2     

中間(当期)未処
分利益

654     - 1,033   

販売費及び一般管
理費

（自　平成17年4月 1日
　  至　平成18年3月31日）

当中間会計期間
前事業年度の
要約損益計算書

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）

（自　平成18年4月 1日
　  至　平成18年9月30日）

－　５　－



(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） （単位：百万円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

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 542    434    434    75     1,614  3,860  1,033  6,583  △0    7,560  

固定資産圧縮積立
金取崩額(注)

△14   14     - -

別途積立金の積立
(注)

560    △560  - -

剰余金の配当(注) △109  △109  △109  

役員賞与(注) △6    △6    △6    

中間純利益 367    367    367    

自己株式の取得 △106  △106  

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額)

- - - - △14   560    △294  250    △106  144    

平成18年９月30日残高 542    434    434    75     1,599  4,420  739    6,834  △106  7,705  

評価・換算差額等

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額合
計

平成18年３月31日残高 697    554    1,252  8,812  

固定資産圧縮積立
金取崩額(注)

-

別途積立金の積立
(注)

-

剰余金の配当(注) △109  

役員賞与(注) △6    

中間純利益 367    

自己株式の取得 △106  

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額)

△198  △198  △198  

△198  - △198  △53   

平成18年９月30日残高 499    554    1,053  8,759  

(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。

中間会計期間中の変動
額

中間会計期間中の変動
額合計

中間会計期間中の変動
額

純資産合
計

中間会計期間中の変動
額合計

株主資本
合計

資本金 資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

利益剰余
金合計

自己株式

－　６　－



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目 （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

１．資産の評価基 （1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券

　準及び評価方法  　子会社株式  　子会社株式  　子会社株式

移動平均法による原価法 同　左 同　左

　 その他有価証券 　 その他有価証券 　 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等 　　中間決算日の市場価格等 　　決算日の市場価格等に基

　に基づく時価法（評価差額 　に基づく時価法（評価差額 　づく時価法（評価差額は全

　は全部資本直入法により処 　は全部純資産直入法により 　部資本直入法により処理

　理し、売却原価は移動平均 　処理し、売却原価は移動平 　し、売却原価は移動平均法

　法により算定） 　均法により算定） 　により算定）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

　移動平均法による原価法 同　左 同　左

（2）デリバティブ （2）デリバティブ （2）デリバティブ

　時価法 同　左 同　左

（3）たな卸資産 （3）たな卸資産 （3）たな卸資産

　 商品……総平均法に基づく低価 同　左 同　左

　　　　　法

２．固定資産の減 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産

　価償却の方法  　建物（附属設備を除く） 同　左 同　左

……定額法

 　その他

……定率法

　なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。

建物……………４～50年

建物附属設備…３～18年

構築物…………６～30年

（2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産

　　 営業権については、取得後５ 　　 のれんについては、取得後５ 　　 営業権については、取得後５

　 年間の均等償却 　 年間の均等償却 　 年間の均等償却

　　 ソフトウエア（自社利用分） 　　 ソフトウエア（自社利用分） 　　 ソフトウエア（自社利用分）

　 については、社内における利用 　 については、社内における利用 　 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 　 可能期間（５年）に基づく定額 　 可能期間（５年）に基づく定額

　 法 　 法 　 法

（3）長期前払費用 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用

定額法 同　左 同　左

前事業年度

　　至 平成18年３月31日）

前中間会計期間

　　至 平成17年９月30日）

当中間会計期間

　　至 平成18年９月30日）

－　７　－



項目 （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

３．引当金の計上 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金

　基準 　　 債権の貸倒れによる損失に備 同　左 同　左

　 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。

（2）賞与引当金 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金

　 　従業員の賞与の支払に備える 同　左 　 　従業員の賞与の支払に備える

　 ため、支給見込額に基づく当中 　 ため、支給見込額に基づく当期

　 間会計期間負担額を計上してお 　 負担額を計上しております。

　 ります。

（3）退職給付引当金 （3）退職給付引当金 （3）退職給付引当金

　 　従業員の退職給付に備えるた 同　左  　　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  　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  　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  　に基づき、計上しております。

 　おいて発生していると認められ  　　数理計算上の差異は、各事業

 　る額を計上しております。  　年度の発生時における従業員の

 　　数理計算上の差異は、各事業  　平均残存勤務期間以内の一定の

 　年度の発生時における従業員の  　年数（10年）による定額法によ

 　平均残存勤務期間以内の一定の  　り按分した額をそれぞれ発生の

 　年数（10年）による定額法によ  　翌事業年度から費用処理するこ

 　り按分した額をそれぞれ発生の  　としております。

 　翌期から費用処理することとし

 　ております。

　（追加情報）

　 　当社は、確定拠出年金法の施

　 行に伴い、平成18年４月に退職

　 一時金制度の一部について確定

　 拠出年金制度へ移行し、「退職

　 給付制度間の移行等に関する会

　 計処理」（企業会計基準適用指

　 針第１号)を適用しております｡

　 　本移行に伴う影響額は営業外

　 収益として22百万円計上されて

　 おります。

（4）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金

 　　役員の退職慰労金の支払に備 同　左  　　役員の退職慰労金の支払に備

 　えるため、内規に基づき、中間  　えるため、内規に基づき、期末

 　期末要支給額の100％を計上し  　要支給額の100％を計上してお

 　ております。  　ります。

４．リース取引の  　　リース物件の所有権が借主に 同　左 同　左

　処理方法  　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。

前事業年度

　　至 平成18年３月31日）

前中間会計期間

　　至 平成17年９月30日）

当中間会計期間

　　至 平成18年９月30日）

－　８　－



項目 （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

５．ヘッジ会計の （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　方法 　繰延ヘッジ処理を採用して 同　左 同　左

おります。なお、特例処理の

要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用し

ております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段

　金利スワップ取引 同　左 同　左

ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象

　借入金 同　左 同　左

（3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針

　金利変動リスクに備えキャ 同　左 同　左

ッシュ・フローを固定する目

的でヘッジ取引を行っており

ます。

（4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ･ 同　左 同　左

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計とを比率分析する

方法により、有効性の評価を

行っております。

　ただし、金利スワップの特

例処理の要件を満たしている

ものについては、有効性の評

価を省略しております。

６．その他中間財 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

　務諸表（財務諸  　　消費税及び地方消費税の会計 同　左 同　左

　表）作成のため  　処理は、税抜方式によっており

　の基本となる重  　ます。

　要な事項

前事業年度

　　至 平成18年３月31日）

前中間会計期間

　　至 平成17年９月30日）

当中間会計期間

　　至 平成18年９月30日）
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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17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） （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 　当事業年度から｢固定資産の減損に係る会

る会計基準｣（「固定資産の減損に係る会計 会基準｣（「固定資産の減損に係る会計基準

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議 の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

会　平成14年８月９日））及び「固定資産の 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計 に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基 委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適

準適用指針第６号）を適用しております。 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 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 ん。

（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｡

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

8,759百万円であります。

　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貸借対照表の純

資産の部については、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 当中間会計期間末 前事業年度末
（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価 1,545百万円 1,646百万円 1,596百万円

償却累計額

※２．担保提供資産 （1）資産のうち次のとおり債務の （1）資産のうち次のとおり債務の （1）資産のうち次のとおり債務の

　 担保に供しております。 　 担保に供しております。 　 担保に供しております。

 　　なお、当該金額は、下記(2)  　　なお、当該金額は、下記(2)  　　なお、当該金額は、下記(2)

 　の建物（206百万円）並びに土  　の建物（202百万円）並びに土  　の建物（213百万円）並びに土

 　地（2,723百万円）を含んでお  　地（2,723百万円）を含んでお  　地（2,723百万円）を含んでお

 　ります。  　ります。  　ります。

建物 290百万円 建物 297百万円 建物 304百万円

土地 3,368百万円 土地 3,368百万円 土地 3,368百万円

（下記(2)土地を含む） （下記(2)土地を含む） （下記(2)土地を含む）

　計 3,659百万円 　計 3,665百万円 　計 3,673百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

長期借入金 1,850百万円 長期借入金 1,616百万円 長期借入金 1,850百万円

（2）取引上の債務に対する保証と （2）取引上の債務に対する保証と （2）取引上の債務に対する保証と

　 して次の資産を担保に供してお 　 して次の資産を担保に供してお 　 して次の資産を担保に供してお

　 ります。 　 ります。 　 ります。

建物 206百万円 建物 202百万円 建物 213百万円

土地 2,723百万円 土地 2,723百万円 土地 2,723百万円

投資有価証券 422百万円 投資有価証券 540百万円 投資有価証券 624百万円

　計 3,351百万円 　計 3,466百万円 　計 3,560百万円

※３．貸付投資有価証券  　投資有価証券のうち、1,079百  　投資有価証券のうち、124百  　投資有価証券のうち、125百万

 万円については貸株に提供してお  万円については貸株に提供してお  円については貸株に提供してお

 り、その担保として受け入れた  り、その担保として受け入れた  ります。

 838百万円は流動負債その他に計  97百万円は流動負債その他に計

 上しております。  上しております。

　４．保証債務  　従業員の住宅建設資金の借入金  　従業員の住宅建設資金の借入金  　従業員の住宅建設資金の借入金

 53百万円につき、㈱三井住友銀行  47百万円につき、㈱三井住友銀行  49百万円につき、㈱三井住友銀行

 に債務保証を行っております。  に債務保証を行っております。  に債務保証を行っております。

 　また、子会社である㈱ハットリ  　また、子会社である㈱ハットリ

 ビングの㈱みずほ銀行よりの借入  ビングの㈱みずほ銀行よりの借入

 金30百万円及び㈱ＵＦＪ銀行より  金10百万円について債務保証を行

 の借入金10百万円について債務保  っております。

 証を行っております。

　５．手形債権流動化に伴 401百万円 2,780百万円 2,262百万円

う買戻義務額

　６．受取手形割引高  受取手形割引高 237百万円  受取手形割引高 738百万円  受取手形割引高 －百万円

※７．消費税等の取扱い  　仮払消費税等及び仮受消費税等 同左

 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。

※８．債権売却未収入金等  　債権売却未収入金等は、信託方  　債権売却未収入金等は、信託方  　債権売却未収入金等は、信託方

 式による受取手形債権の流動化に  式による受取手形債権の流動化に  式による受取手形債権の流動化に

 伴い保有する劣後信託受益権  伴い保有する劣後信託受益権  伴い保有する劣後信託受益権

 （301百万円）及びファクタリン  （196百万円）及びファクタリン  （346百万円）及びファクタリン

 グ方式による流動化に伴う当該債  グ方式による流動化に伴う当該債  グ方式による流動化に伴う当該債

 権の支払留保未収額（1,800百万  権の支払留保未収額（219百万  権の支払留保未収額（199百万円）

 円）であります。  円）であります。  であります。

※９ 中間期末日満期手形  　中間会計期間末日の満期手形の

 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、当中間会計期間の末日は

 金融機関の休日であったため、次

 の満期手形が中間会計期間末日の

 残高に含まれております。

受取手形 2百万円

支払手形 860百万円

項目
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（中間損益計算書関係）

項目 （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17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 受取利息 52百万円 受取利息 82百万円 受取利息 138百万円

目 仕入割引 211百万円 仕入割引 234百万円 仕入割引 437百万円

賃貸収入 87百万円 賃貸収入 95百万円 賃貸収入 174百万円

※２． 営業外費用の主要項 支払利息 99百万円 支払利息 83百万円 支払利息 187百万円

目 手形売却損 67百万円 手形売却損 98百万円 手形売却損 137百万円

売上割引 116百万円 売上割引 139百万円 売上割引 249百万円

賃貸費用 32百万円 賃貸費用 29百万円 賃貸費用 61百万円

※３． 特別利益の主要項目
投資有価証券売
却益

107百万円
投資有価証券売
却益

841百万円

収用補償金 203百万円

※４． 特別損失の主要項目 リ ー ス 解 約 損 16百万円
貸倒引当金繰入
額

71百万円
貸倒引当金繰入
額

917百万円

固定資産除却損 21百万円 債権譲渡損 135百万円

商品評価損 64百万円

※５． 租税特別措置法上の

諸準備金の取扱い

を計算しております。

６． 減価償却実施額

　有形固定資産 48百万円 53百万円 102百万円

　無形固定資産 3百万円 3百万円 7百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（リース取引関係）

　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

　　前中間会計期間、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）

　　該当ありません。

して、当中間会計期間に係る金額

　中間会計期間に係る納付税額及

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

よる圧縮積立金の取崩しを前提と

前事業年度前中間会計期間 当中間会計期間

同　　　左

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 240                    100,000                － 100,240                

合計 240                    100,000                － 100,240                

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、固定価格取引による買付けによる増加であります。
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