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平成19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    日本カタン株式会社                  上場取引所          ＪＱ 

コード番号    ５６１３                                     本社所在都道府県    大阪府 

(ＵＲＬ  http://www.nipponkatan.co.jp ) 

代  表  者  役職名   取 締 役 社 長  森 川   寛 

問合せ先責任者    役職名   取締役業務部長    園 木 和 男                 ＴＥＬ (072) 840-1382 

決算取締役会開催日    平成18年11月24日                              配当金支払開始日   平成18年12月11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                                        （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 1,173 △11.4 154 61.0 178 65.8 

17年９月中間期 1,325 △48.1 95 △50.4 107 △45.9 

18年３月期 2,921 △44.1 350 △5.1 371 △2.1 

 

 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 132 － 14 55   

17年９月中間期 △215 － △23 25   

18年３月期 930 229.3 100 07   

（注）①期中平均株式数(連結) 18年９月中間期  9,092,456株  17年９月中間期  9,259,390株  18年３月期  9,212,768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                                           （百万円未満切り捨て） 

 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 5,322 4,435 83.3 489 03 

17年９月中間期 4,503 3,273 72.7 355 23 

18年３月期 7,100 4,392 61.9 481 13 

 （注）①期末発行済株式数  18年９月中間期  9,069,088株   17年９月中間期  9,216,276株   18年３月期  9,111,676株 

       ②期末自己株式数   18年９月中間期    650,912株  17年９月中間期    503,724株   18年３月期    608,324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         2,800          380          280  

 （参考） １株当たり予想当期純利益(通期)     30 円  87 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 3.50 3.50 7.00 

19年３月期（実績） 3.50 － 

19年３月期（予想） － 3.50 
7.00 

  

  ※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。 
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(添付資料) 

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     

１．現金及び預金  683,238 2,252,369  4,043,789 

２．受取手形  63,701 13,751  10,838 

３．売掛金  548,602 497,621  429,079 

４．たな卸資産  371,774 447,307  303,861 

５．その他  65,075 69,535  155,915 

貸倒引当金  △784 △784  △784 

流動資産合計   1,731,607 38.4 3,279,802 61.6  4,942,701 69.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

(1）建物  336,566 926,169  941,548 

(2）機械装置及び運搬具  77,670 117,816  129,572 

(3）土地  1,055,009 69,197  69,197 

(4）その他  138,653 299,836  315,069 

計   1,607,899 1,413,019   1,455,387

２．無形固定資産   5,783 5,515   6,232

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  431,152 419,407  490,293 

(2) 繰延税金資産  502,376 －  － 

(3）その他  255,594 238,670  236,927 

貸倒引当金  △30,689 △33,889  △30,689 

計   1,158,433 624,188   696,530

固定資産合計   2,772,115 61.6 2,042,723 38.4  2,158,150 30.4

資産合計   4,503,723 100.0 5,322,526 100.0  7,100,852 100.0
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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     

１．支払手形  19,587 －  17,323 

２．買掛金  129,412 151,850  165,214 

３．短期借入金  185,000 70,000  132,500 

４．未払金  － －  1,200,744 

５．未払法人税等  4,868 66,279  431,017 

６．賞与引当金  23,000 25,000  25,000 

７．役員賞与引当金  － 4,300  － 

８．預り金  383,939 －  － 

９．その他  89,392 74,595  135,905 

流動負債合計   835,199 18.5 392,025 7.4  2,107,704 29.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  120,000 20,000  90,000 

２．退職給付引当金  242,885 200,561  216,296 

３．役員退職慰労引当金  18,317 25,600  22,300 

４．その他  13,441 249,304  272,091 

固定負債合計   394,643 8.8 495,465 9.3  600,688 8.5

負債合計   1,229,842 27.3 887,491 16.7  2,708,393 38.1
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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   885,867 19.7 － －  885,867 12.5

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  820,088 －  820,088 

２．その他資本剰余金  54 －  54 

資本剰余金合計   820,142 18.2 － －  820,142 11.5

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  149,269 －  149,269 

２．任意積立金  1,373,161 －  1,373,161 

３．中間（当期）未処分利益  80,255 －  1,193,758 

利益剰余金合計   1,602,685 35.6 － －  2,716,188 38.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金   116,173 2.6 － －  169,595 2.4

Ⅴ 自己株式   △150,988 △3.4 － －  △199,336 △2.8

資本合計   3,273,880 72.7 － －  4,392,458 61.9

負債及び資本合計   4,503,723 100.0 － －  7,100,852 100.0

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 885,867 16.6  － －

２．資本剰余金     

(1）資本準備金  － 820,088  － 

(2）その他資本剰余金  － 63  － 

資本剰余金合計   － － 820,152 15.4  － －

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  － 149,269  － 

(2）その他利益剰余金     

特別償却準備金  － 632  － 

圧縮記帳積立金  － 220,935  － 

別途積立金  － 2,050,000  － 

繰越利益剰余金  － 387,180  － 

利益剰余金合計   － － 2,808,018 52.8  － －

４．自己株式   － － △216,260 △4.1  － －

株主資本合計   － － 4,297,776 80.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金   － － 137,258 2.6  － －

評価・換算差額等合計   － － 137,258 2.6  － －

純資産合計   － － 4,435,035 83.3  － －

負債純資産合計   － － 5,322,526 100.0  － －
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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   1,325,350 100.0 1,173,696 100.0  2,921,535 100.0

Ⅱ 売上原価   945,938 71.4 760,870 64.8  1,962,775 67.2

売上総利益   379,411 28.6 412,825 35.2  958,760 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   283,476 21.4 258,343 22.0  607,883 20.8

営業利益   95,935 7.2 154,481 13.2  350,876 12.0

Ⅳ 営業外収益 ※1  35,984 2.7 44,142 3.8  68,616 2.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  24,359 1.8 20,264 1.8  48,262 1.6

経常利益   107,560 8.1 178,359 15.2  371,230 12.7

Ⅵ 特別利益 ※3  111 0.0 30,000 2.6  2,758,644 94.4

Ⅶ 特別損失 ※4,5  697,458 52.6 9,856 0.9  1,693,833 57.9

税引前中間（当期）純利益又
は税引前中間純損失（△） 

  △589,786 △44.5 198,503 16.9  1,436,041 49.2

法人税、住民税及び事業税  1,890 41,700  422,800 

法人税等調整額  △376,405 △374,515 △28.3 24,483 66,183 5.6 82,752 505,552 17.4

中間（当期）純利益又は 
中間純損失(△) 

  △215,271 △16.2 132,320 11.3  930,488 31.8

前期繰越利益   295,526 －   295,526

中間配当額   － －   32,256

中間（当期）未処分利益   80,255 －   1,193,758
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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 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 

準備金 

その他
資本 

剰余金

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 特別償却

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 

平成18年３月31日 残高 
          （千円） 

885,867 820,088 54 820,142 149,269 2,031 21,129 1,350,000 1,193,758 2,716,188

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩   △1,398  1,398 －

圧縮記帳積立金の積立   228,842  △228,842 －

圧縮記帳積立金の取崩   △29,036  29,036 －

別途積立金の積立   700,000 △700,000 －

剰余金の配当    △31,890 △31,890

役員賞与    △8,600 △8,600

中間純利益    132,320 132,320

自己株式の取得    

自己株式の処分   9 9  

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） 

－ － 9 9 － △1,398 199,805 700,000 △806,577 91,829

平成18年９日30日残高 
         （千円） 

885,867 820,088 63 820,152 149,269 632 220,935 2,050,000 387,180 2,808,018

     
 

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 
          （千円） 

△199,336 4,222,862 169,595 169,595 4,392,458

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩  －  －

圧縮記帳積立金の積立  －  －

圧縮記帳積立金の取崩  －  －

別途積立金の積立  －  －

剰余金の配当  △31,890  △31,890

役員賞与  △8,600  △8,600

中間純利益  132,320  132,320

自己株式の取得 △16,924 △16,924  △16,924

自己株式の処分  9  9

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

 △32,337 △32,337 △32,337

中間会計期間中の変動額合計 
         （千円） 

△16,924 74,913 △32,337 △32,337 42,576

平成18年９日30日残高 
         （千円） 

△216,260 4,297,776 137,258 137,258 4,435,035
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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 

項目 
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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 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。） 

 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。） 

 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。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  総平均法に基づく低価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物      10年～38年 

機械装置       10年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 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年以内）に基づく定額

法を採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  金銭債権の取立不能に備えるた

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員等に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

同左 同左 
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項目 
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)   ───── (3)役員賞与引当金 (3)   ───── 

   役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

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

基準第４号 平成17年11月29日）

を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ4,300千円減少しております。 

 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4）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。 

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給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

 (5)役員退職慰労引当金 (5)役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支出

に備えるため、内規による当中間

会計期間末における要支給額を計

上しております。 

同左  役員に対する退職慰労金の支出

に備えるため、内規による要支給

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 

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 ５．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 

 税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等と仮受消費税

等とは相殺し、差額を流動負債の

「その他」に含めて表示しておりま

す。 

同左  税抜方式によっております。 
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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） 

 当中間会計期間より、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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより経常利

益は4,939千円、税引前中間純損失は

143,451千円それぞれ増加しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

      ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより経常利

益は9,878千円増加し、税引前当期純

利益は138,512千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

      ───── （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4,435,035千円であり

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 
（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） 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました投資その

他の資産の「繰延税金資産」及び流動負債の「預り金」

は、重要性が低くなったため、投資その他の資産の「そ

の他」及び流動負債の「その他」に含めて表示すること

に変更いたしました。 

 なお、当中間会計期間の投資その他の資産の「その

他」に含まれる「繰延税金資産」は1,797千円、流動負債

の「その他」に含まれる「預り金」は2,227千円でありま

す。 

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

2,089,150千円 1,323,316千円 1,266,641千円

 

 （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 204千円

受取配当金 8,270千円

賃貸収入 26,579千円
  

 
受取利息 3,157千円

受取配当金 4,988千円

賃貸収入 29,729千円
  

 
受取利息 588千円

受取配当金 9,775千円

賃貸収入 55,138千円
  

※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 1,320千円

賃貸収入原価 21,850千円
  

 
支払利息 781千円

賃貸収入原価 17,600千円
  

 
支払利息 2,308千円

賃貸収入原価 43,240千円
  

※３ 特別利益の内訳 ※３ 特別利益の内訳 ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 
投資有価証券売却益 111千円

  

 
補償金収入 30,000千円

  

 
固定資産売却益 2,758,533千円

  
※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 ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 
固定資産除却損 316,628千円

事業構造改革費用 209,610千円

減損損失 148,391千円
  

 
投資有価証券評価損 5,454千円

会員権評価損 3,200千円
  

 
固定資産除却損 580,329千円

工場再配置費用 473,575千円

環境対策整備費用 238,000千円

事業構造改革費用 221,310千円

減損損失 148,391千円
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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） 

※５ 減損損失 ※５     ※５ 減損損失 

（１）資産をグルーピングした方法 

   当社は、鋳物・電機事業の用に供してい

る本社工場の固定資産等を一つの資産グル

ープとし、鋳物・電機事業の用に供してい

ない賃貸不動産については物件ごとに一つ

の資産グループとしております。 

   なお、平成16年４月に鋳物事業からの撤

退を決定したことにより、鋳物事業の関連

製造設備は売却予定跡地とともに処分予定

資産として一つの資産グループとしており

ます。 

（２）減損損失に至った経緯 

   賃貸不動産につきましては、時価の著し

い下落のため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しました。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産ごとの内訳 

場所 用途 種類 金額 

大阪府 

枚方市 

賃貸 

不動産 

建物・ 

構築物 
148,391千円 

※減損損失の内訳 

建物 146,988千円

構築物 1,402千円

計 148,391千円

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額を採用し、

不動産鑑定士による鑑定評価額を基に算定

しております。 

───── 
 

（１）資産をグルーピングした方法 

   当社は、鋳物・電機事業の用に供してい

る本社工場の固定資産等を一つの資産グル

ープとし、鋳物・電機事業の用に供してい

ない賃貸不動産については物件ごとに一つ

の資産グループとしております。 

   なお、平成16年４月に鋳物事業からの撤

退を決定したことにより、鋳物事業の関連

製造設備は売却予定跡地とともに処分予定

資産として一つの資産グループとしており

ます。 

（２）減損損失に至った経緯 

   賃貸不動産につきましては、時価の著し

い下落のため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しました。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産ごとの内訳 

場所 用途 種類 金額 

大阪府

枚方市

賃貸 

不動産 

建物・ 

構築物 
148,391千円

※減損損失の内訳 

建物 146,988千円

構築物 1,402千円

計 148,391千円

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額を採用し、

不動産鑑定士による鑑定評価額を基に算定

しております。 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 
 
有形固定資産 35,617千円

無形固定資産 2,926千円
  

 
有形固定資産 64,318千円

無形固定資産 716千円
  

 
有形固定資産 90,069千円

無形固定資産 2,225千円
  

 ７ 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記帳積立金及び特

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。 

 ７ 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

いる圧縮記帳積立金及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。 

 ７     ───── 

 
 （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） 608,324 42,664 76 650,912 

合計 608,324 42,664 76 650,912 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加 42,664 株は、取締役会決議による取得 42,000 株及び単元

未満株式の買取請求に基づく 664 株であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少 76 株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 
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 ①リース取引関係 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 ②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。 


