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平成 1 9 年３月期 個別中間財務諸表の概要 

平成 18 年 11 月 24 日 

上場会社名  京極運輸商事株式会社           上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ９０７３                 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.kyogoku.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 堀 田 敏 朗 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役   氏名 高 松 陽 一  ＴＥＬ（０３）５８２５－７１４３ 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 24 日    配当支払開始日 ――――― 

単元株制度採用の有無  有（１単元 100 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                     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 ３，９３３ (△5.2) ７ (－) ８ (－) 

17 年９月中間期 ４，１４９ (△0.9) △２０ (－) △１２ (－) 

18 年３月期 ８，４１１  ３５  ３７  
 

 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 ２２ (－) ６ ９１ 

17 年９月中間期 △７ (－) △２ ４１ 

18 年３月期 ２４  ７ ５３ 
(注) １．期中平均株式数 18 年９月中間期 3,197,310 株、17 年９月中間期 3,197,347 株、18 年３月期 3,197,347 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 ６，５０５ ２，４８６ ３８．２ ７７７ ６６ 

17 年９月中間期 ６，４０６ ２，４６９ ３８．６ ７７２ ４９ 

18 年３月期 ６，５１４ ２，６２２ ４０．３ ８２０ ３４ 
(注) １．期末発行済株式数 18 年９月中間期 3,200,000 株、17 年９月中間期 3,200,000 株、18 年３月期 3,200,000 株 

２．期末自己株式数  18 年９月中間期    2,728 株、17 年９月中間期     2,653 株、18 年３月期     2,653 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 

８，０００ ５０ ５０ 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）   15 円 63 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 － ３．００ ３．００ 

19 年３月期（実績） － － 

19 年３月期（予想） － ３．００ 
３．００ 

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

荷主側の物流合理化による取扱量の減少や不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大きく異なる可能性が

あります。 

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。 
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 添 付 資 料  

中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表                                （単位未満切捨） 
 

  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (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  542,386   562,083   535,914   

２．受取手形 ※４ 113,705   114,854   103,853   

３．営業未収金  1,396,958   1,391,059   1,433,646   

４．たな卸資産  27,654   27,341   26,095   

５．短期貸付金  109,988   188,588   103,988   

６．その他  187,919   182,335   181,128   

貸倒引当金  △643   △160   △658   

流動資産合計   2,377,968 37.1  2,466,102 37.9  2,383,967 36.6 

Ⅱ 固定資産 ※１ 
※２ 

         

１．有形固定資産           

(1) 建物  988,697   944,814   955,523   

(2) 車両及び運搬具  355,775   289,437   305,551   

(3) 土地  1,110,665   1,110,665   1,110,665   

(4) その他  158,750   134,162   157,703   

有形固定資産 
合計 

 2,613,888   2,479,079   2,529,443   

２．無形固定資産  11,854   12,763   13,121   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券及 
び関係会社株式 

 1,199,933   1,260,205   1,415,932   

(2) その他  229,186   312,748   197,516   

貸倒引当金  △25,835   △25,835   △25,835   

投資その他の資産 
合計 

 1,403,284   1,547,118   1,587,614   

固定資産合計   4,029,027 62.9  4,038,961 62.1  4,130,179 63.4 

資産合計   6,406,996 100.0  6,505,063 100.0  6,514,147 100.0 
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（単位未満切捨） 
 

  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (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           

１．営業未払金  993,397   924,223   1,020,053   

２．短期借入金 ※２ 1,469,640   1,361,658   1,352,118   

３．未払費用  250,215   254,330   252,293   

４．その他 ※５ 94,198   105,391   112,998   

流動負債合計   2,807,451 43.8  2,645,603 40.7  2,737,463 42.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 337,698   625,360   289,680   

２．退職給付引当金  410,758   406,137   410,656   

３．役員退職金引当金  52,600   43,300   58,200   

４．繰延税金負債  328,583   298,264   395,228   

固定負債合計   1,129,640 17.6  1,373,061 21.1  1,153,764 17.7 

負債合計   3,937,092 61.4  4,018,665 61.8  3,891,228 59.7 
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（単位未満切捨） 
 

  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前連事業年度の 

要約貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (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   160,000 2.5  － －  160,000 2.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,071   －   1,071   

資本剰余金合計   1,071 0.0  － －  1,071 0.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  40,000   －   40,000   

２．任意積立金  1,658,319   －   1,658,319   

３．中間（当期）未処 
分利益 

 243,893   －   275,675   

利益剰余金合計   1,942,213 30.3  － －  1,973,994 30.3 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  368,204 5.8  － －  489,438 7.5 

Ⅴ 自己株式   △1,585 △0.0  － －  △1,585 △0.0 

資本合計   2,469,904 38.6  － －  2,622,918 40.3 

負債資本合計   6,406,996 100.0  － －  6,514,147 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  160,000 2.5  － － 

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   1,071   －   

資本剰余金合計   － －  1,071 0.0  － － 

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   40,000   －   

(2) その他利益 
剰余金 

          

圧縮記帳積立金  －   370,286   －   

別途積立金  －   1,261,000   －   

繰越利益剰余金  －   315,217   －   

利益剰余金合計   － －  1,986,503 30.5  － － 

４．自己株式   － －  △1,627 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  2,145,948 33.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価 
差額金 

  － －  340,449 5.2  － － 

評価・換算差額等 
合計 

  － －  340,449 5.2  － － 

純資産合計   － －  2,486,398 38.2  － － 

負債純資産合計   － －  6,505,063 100.0  － － 
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② 中間損益計算書                                （単位未満切捨） 
 

  前中間会計期間 当中間会計期間 
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 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(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   4,149,918 100.0  3,933,130 100.0  8,411,624 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,980,993 95.9  3,739,646 95.1  8,014,161 95.3 

売上総利益   168,925 4.1  193,483 4.9  397,462 4.7 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  189,446 4.6  186,368 4.7  362,241 4.3 

営業利益   － －  7,115 0.2  35,221 0.4 

営業損失   20,521 △0.5  － －  － － 

Ⅳ 営業外収益 ※１  26,695 0.6  23,808 0.6  37,970 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  18,396 0.4  22,222 0.6  35,489 0.4 

経常利益   － －  8,701 0.2  37,701 0.4 

経常損失   12,222 △0.3  － －  － － 

Ⅵ 特別利益 ※３  200 0.0  60,128 1.5  15,661 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  2,497 0.0  35,724 0.9  6,583 0.0 

税引前中間（当期） 
純利益 

  － －  33,105 0.8  46,779 0.6 

税引前中間純損失   14,519 △0.3  － －  － － 

法人税、住民税 
及び事業税 

 14,132   2,751   59,684   

法人税等調整額  △20,956 △6,824 △0.2 8,252 11,004 0.3 △36,990 22,693 0.3 

中間（当期） 
純利益 

  － －  22,100 0.5  24,085 0.3 

中間純損失   7,695 △0.1  － －  － － 

前期繰越利益   251,589   －   251,589  

中間（当期） 
未処分利益 

  243,893   －   275,675  
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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）         （単位未満切捨） 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

項目 資
本
金 

資
本
準
備
金 

資
本
剰
余
金
合
計 

利
益
準
備
金 

圧
縮
記
帳
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 

（千円） 
160,000 1,071 1,071 40,000 397,319 1,261,000 275,675 1,973,994 △1,585 2,133,480 

中間会計期間中の変動額           

利益処分による剰余金の
配当 

      △9,592 △9,592  △9,592 

利益処分による圧縮記帳

積立金の取崩 
    △17,088  17,088    

圧縮記帳積立金の取崩     △9,944  9,944    

中間純利益       22,100 22,100  22,100 

自己株式の取得         △41 △41 

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） 

    △27,033  39,542 12,508 △41 12,467 

平成 18年９月30日残高 
（千円） 

160,000 1,071 1,071 40,000 370,286 1,261,000 315,217 1,986,503 △1,627 2,145,948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等 

項目 

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 
（千円） 

489,438 489,438 2,622,918 

中間会計期間中の変動額    

利益処分による剰余金の
配当 

  △9,592 

利益処分による圧縮記帳

積立金の取崩 
   

圧縮記帳積立金の取崩    

中間純利益   22,100 

自己株式の取得   △41 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額
（純額） 

△148,988 △148,988 △148,988 

中間会計期間中の変動額 
合計（千円） 

△148,988 △148,988 △136,520 

平成 18年９月30日残高 

（千円） 
340,449 340,449 2,486,398 
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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 当中間会計期間 前事業年度 

 
(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) 

(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 

①子会社株式及び関連会社

株式 

…移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

 ②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） 

②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） 

②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 

①商品 

…移動平均法による原価

法（ただし、食料品類は

最終仕入原価法による

原価法） 

(2) たな卸資産 

①商品 

…同左 

(2) たな卸資産 

①商品 

…同左 

 ②貯蔵品 

…先入先出法による原価

法（ただし、石油製品類

は移動平均法による原

価法） 

②貯蔵品 

…同左 

②貯蔵品 

…同左 

２ 固定資産の減価償

却方法 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

なお、倉庫用建物のうち

浜川崎事業所倉庫用建物

は、定額法で行っておりま

す。また、平成10 年度の

税制改正に伴い、平成 10

年４月１日以降に取得し

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、

建物が２～50 年、構築物

が２～45 年、車両及び運

搬具が２～７年でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

同左 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

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) 

(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) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

 (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）に基づく定額法によっ

ております。 

(2) 無形固定資産 

…定額法 

同左 

(2) 無形固定資産 

…定額法 

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 

従業員の退職給付支給に

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。 

なお、会計基準変更時差異

（725,389千円）については、

15 年による按分額を費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務年数による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

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 

従業員の退職給付支給に

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。 

なお、会計基準変更時差異

（725,389千円）については、

15 年による按分額を費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務年数による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。 

 (3) 役員退職金引当金 

役員の将来の退職慰労金

支給に備えて内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。 

(3) 役員退職金引当金 

同左 

(3) 役員退職金引当金 

役員の将来の退職慰労金

支給に備えて内規に基づく

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。 

同左 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) 

(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) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

５ ヘッジ会計の方法  

――――― 

(1) ヘッジ会計の方法 

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 

長期借入金について金利

スワップ取引を採用してお

ります。 

 

  (3) ヘッジ方針 

金利スワップ取引につい

て長期借入金に対する金利

変動リスクの軽減及び実質

的な調達コストを軽減する

目的で採用しております。 

 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用している

金利スワップにつき有効性

の評価を省略しております。 

 

６ その他中間財務諸

表（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方法 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 
 

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) 

(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) 

(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。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は 2,486,398 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。 
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表示方法の変更 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 

(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) 

（中間貸借対照表関係） 

前中間期において固定負債の「その他」に含めていた「繰

延税金負債」は、負債及び資本の合計額の 100 分の５を超え

たため、当中間期より区分掲記することといたしました。 

なお、前中間期末の固定負債の「その他」に含まれる「繰

延税金負債」は 191,443 千円であります。 

 

――――― 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）                               （単位未満切捨） 
 

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 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 5,478,140 千円 

    

 5,253,805 千円   5,488,880 千円  

※２ 担保資産 

固定資産のうち土地 1,015,439

千円と建物 733,519 千円及び投資

有価証券のうち 335,364 千円は長

期借入金 337,240 千円、短期借入

金 1,266,640 千円、及び京極石油

㈱の仕入債務保証 150,000 千円の

担保に供しております。 

※２ 担保資産 

固定資産のうち土地 1,015,439

千円と建物 689,063 千円及び投資

有価証券のうち 353,910 千円は長

期借入金 625,360 千円、短期借入

金 1,161,200 千円、及び京極石油

㈱の仕入債務保証 150,000 千円の

担保に供しております。 

※２ 担保資産 

固定資産のうち土地 1,015,439

千円と建物 710,955 千円及び投資

有価証券のうち 403,365 千円は長

期借入金 289,680 千円、一年内返

済予定長期借入金 184,160 千円、

短期借入金 966,000 千円、及び京

極石油㈱の仕入債務保証 150,000

千円の担保に供しております。 

 

３ 債務保証 

仕入債務保証 

３ 債務保証 

仕入債務保証 

３ 債務保証 

仕入債務保証 

京極石油㈱ 230,000 千円  京極石油㈱ 230,000 千円  京極石油㈱ 230,000 千円  
借入等債務保証 借入等債務保証 借入等債務保証 

京浜京極運送 

㈱ 
15,269 千円 

東洋容器㈱ 1,817 千円 

サンドラム㈱ 41,565 千円  

京浜京極運送 

㈱ 
32,002 千円 

東洋容器㈱ 259 千円 

サンドラム㈱ 33,735 千円  

京浜京極運送 

㈱ 
39,214 千円 

東洋容器㈱ 1,038 千円 

サンドラム㈱ 37,476 千円  
（うち、14,247 千円は当社以外に

も連帯保証人がいる保証債務で

あり、保証人間の契約に基づく

当社負担額は 4,935 千円であり

ます。） 

（うち、10,425 千円は当社以外に

も連帯保証人がいる保証債務で

あり、保証人間の契約に基づく

当社負担額は 3,611 千円であり

ます。） 

（うち、12,162 千円は当社以外に

も連帯保証人がいる保証債務で

あり、保証人間の契約に基づく

当社負担額は 4,212 千円であり

ます。） 

従業員 8,517 千円 

    

従業員 3,701 千円  従業員 6,446 千円  

※４ ――――― 

 

※４ 中間期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

が中間期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 23,538 千円  

※４ ――――― 

      

※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、流動負債のその他

に含めて表示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５ ――――― 
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（中間損益計算書関係）                               （単位未満切捨） 
 

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) 

(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) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,251 千円 

受取配当金 15,886 千円 

    

受取利息 1,930 千円 

受取配当金 17,921 千円  

受取利息 2,526 千円 

受取配当金 19,141 千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 12,920 千円 

    

支払利息 14,173 千円  支払利息 26,102 千円  

※３ ――――― ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

   

   

本社移転 

立退き料 
54,270 千円 

 

投資有価証券 

売却益 
15,476 千円 

 
※４ ――――― ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

   

   

本社移転費用 22,205 千円  投資有価証券 

評価損 
3,867 千円 

 
５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 86,232 千円 

無形固定資産 209 千円  

有形固定資産 73,321 千円 

無形固定資産 358 千円  

有形固定資産 177,570 千円 

無形固定資産 552 千円  
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

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） 2,653 75 － 2,728 

（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   75 株 

 

 

 

 

（リース取引関係） 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行な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。 


