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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 1,853 (1.2) △89 (－) △92 (－)

17年９月中間期 1,831 (13.3) 18 (－) 14 (－)

18年３月期 3,815 20 12

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 △294 (－) △70 43

17年９月中間期 0 (△99.7) － 11

18年３月期 △26 △6 37

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 4,176,467株 17年９月中間期 4,177,450株 18年３月期 4,177,134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 3,759 1,344 35.8 321 96

17年９月中間期 4,036 1,731 42.9 414 55

18年３月期 4,005 1,705 42.6 408 28

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 4,175,811株 17年９月中間期 4,177,450株 18年３月期 4,176,650株

②期末自己株式数 18年９月中間期 3,189株 17年９月中間期 1,550株 18年３月期 2,350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 3,838 △105 △296

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△70円87銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期  －  －  －  15  －  15

19年３月期（実績）  －  －  －  －  －  －

19年３月期（予想）  －  －  －  －  －  －

 

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定

要素が内在しておりますので、実際の予想数値と異なる場合があります。
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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           

１．現金及び預金  601,609   508,121   494,654   

２．受取手形  2,663   3,147   2,824   

３．売掛金  410,171   429,569   418,759   

４．たな卸資産  279,498   326,563   322,818   

５．未収入金  276,564   289,898   318,082   

６．繰延税金資産  76,315   －   24,163   

７．その他  125,486   112,266   115,421   

８．貸倒引当金  △1,726   △1,753   △1,873   

流動資産合計   1,770,583 43.9  1,667,812 44.4  1,694,850 42.3

Ⅱ．固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 574,512   520,728   557,402   

２．土地 ※２ 520,253   510,909   520,887   

３．その他  255,486   230,398   249,061   

有形固定資産合計   1,350,252   1,262,036   1,327,350  

(2）無形固定資産   8,457   5,127   7,371  

(3）投資その他の資産           

１．長期貸付金  621,679   636,797   681,197   

２．繰延税金資産  86,713   －   102,338   

３．その他  198,267   187,575   192,384   

４．貸倒引当金  △56   △557   △4   

投資その他の資産
合計

  906,603   823,816   975,916  

固定資産合計   2,265,314 56.1  2,090,980 55.6  2,310,639 57.7

 
Ⅲ．繰延資産

  653 0.0  217 0.0  435 0.0

資産合計   4,036,550 100.0  3,759,010 100.0  4,005,925 100.0
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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．買掛金  415,999   417,538   470,664   

２．短期借入金 ※２ 1,270,000   1,350,000   1,270,000   

３．未払法人税等  5,316   5,039   7,816   

４．賞与引当金  27,561   23,169   20,180   

５．その他  223,271   359,841   205,786   

流動負債合計   1,942,149 48.1  2,155,589 57.3  1,974,447 49.3

Ⅱ．固定負債           

１．社債  100,000   －   100,000   

１．長期借入金  99,800   89,000   66,400   

３．退職給付引当金  124,524   128,044   125,785   

４．その他  38,333   41,917   34,046   

固定負債合計   362,657 9.0  258,962 6.9  326,232 8.1

負債合計   2,304,807 57.1  2,414,551 64.2  2,300,679 57.4

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   714,150 17.7  － －  714,150 17.8

Ⅱ．資本剰余金           

１．資本準備金  681,030   －   681,030   

資本剰余金合計   681,030 16.9  － －  681,030 17.0

Ⅲ．利益剰余金           

１．利益準備金  100,000   －   100,000   

２．任意積立金  101,000   －   101,000   

３．中間(当期)未処分
利益又は未処理損
失（△）

 116,689   －   89,654   

利益剰余金合計   317,689 7.8  － －  290,654 7.3

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

  19,988 0.5  － －  21,252 0.5

Ⅴ．自己株式   △1,113 △0.0  － －  △1,841 △0.0

資本合計   1,731,743 42.9  － －  1,705,245 42.6

負債・資本合計   4,036,550 100.0  － －  4,005,925 100.0
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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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 714,150 19.0  － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 681,030 －  

資本剰余金合計 － － 681,030 18.1  － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 100,000 －  

(2) その他利益剰余

金
    

農業基金積立金 － 60,000 －  

別途積立金 － 41,000 －  

繰越利益剰余金 －  △267,181 －  

利益剰余金合計  － － △66,181 △1.7  － －

４　自己株式  － － △2.525 △0.1  － －

株主資本合計  － － 1,326,472 35.3  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評

価差額金
－ － 17,986 0.5  － －

評価・換算差額等合

計
－ － 17,986 0.5  － －

純資産合計 － － 1,344,459 35.8  － －

負債純資産合計 － － 3,759,010 100.0  － －

         
 
 

 

－ 4 －



(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   1,831,318 100.0  1,853,484 100.0  3,815,878 100.0

Ⅱ．売上原価   1,398,887 76.4  1,495,723 80.7  2,947,435 77.2

売上総利益   432,430 23.6  357,760 19.3  868,443 22.8

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

  413,693 22.6  447,448 24.1  847,707 22.3

営業利益又は営業
損失（△）

  18,736 1.0  △89,688 △4.8  20,736 0.5

Ⅳ．営業外収益 ※１  7,888 0.4  8,762 0.5  14,599 0.4

Ⅴ．営業外費用 ※２  11,671 0.6  11,935 0.7  22,773 0.6

経常利益又は経常
損失（△）

  14,953 0.8  △92,861 △5.0  12,562 0.3

Ⅵ．特別利益   3,682 0.2  115 0.0  17,852 0.5

Ⅶ．特別損失 ※４  1,792 0.1  58,722 3.2  2,006 0.1

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
（△）

  16,844 0.9  △151,468 △8.2  28,407 0.7

法人税、住民税及
び事業税

 2,424   1,809   5,352   

法人税等調整額  13,976 16,400 0.9 140,908 142,717 7.7 49,646 54,999 1.4

中間（当期）純利
益又は純損失

  443 0.0  △294,186 △15.9  △26,591 △0.7

前期繰越利益   116,246   －   116,246  

中間(当期)未処分
利益

  116,689   －   89,654  
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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
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
合計農業基金

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

（千円）
714,150 681,030 681,030 100,000 60,000 41,000 89,654 290,654 △1,841 1,683,992

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）(注)       △62,649 △62,649  △62,649

中間純損失（千円）       △294,186 △294,186  △294,186

自己株式の取得（千円）         △683 △683

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

          

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － － △356,836 △356,836 △683 △357,520

平成18年9月30日　残高

（千円）
714,150 681,030 681,030 100,000 60,000 41,000 △267,181 △66,181 △2,525 1,326,472

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）
21,252 21,252 1,705,245

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △62,649

中間純損失（千円）   △294,186

自己株式の取得（千円）   △683

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△3,266 △3,266 △3,266

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,266 △3,266 △360,786

平成18年9月30日　残高

（千円）
17,986 17,986 1,344,459

 （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

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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

   子会社株式

             同左

(1）有価証券

子会社株式

　　　　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

　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）

 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

製品・仕掛品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

 商品・原材料(包装材料等を除

く)

　先入先出法による原価法

  

 貯蔵品・その他原材料

　最終仕入原価法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、採卵施設、原乳生産施

設及び平成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、動物（採

卵用鶏）については採卵期間にわ

たり日割償却

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります

　建物　　　15～38年

　構築物　　10～15年

　機械装置　９～13年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、耐用年数は営業権、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

(2）無形固定資産

同左

　なお、耐用年数はのれん、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

(2）無形固定資産

同左

　なお、耐用年数は営業権、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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回収可能

性を勘案し、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
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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）

 (2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

冬季賞与支給見込額のうち、当中

間会計期間に対応する額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

夏季賞与支給見込額のうち、当期

に対応する額を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務に基づき、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はありません。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基

づき計上しております。なお、会

計基準変更時差異はありません。

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処

理によっております。

同左 同左

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

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

　なお、「仮払消費税等」及び「仮

受消費税等」は相殺し、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりま

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

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）          ────── （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。これにより税引

前中間純利益は、1,394千円減少して

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。

　 

 

  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。これにより税引前

当期純利益は、1,394千円減少してお

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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、1,344,459千円でありま

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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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

　　　　　　　  987,047千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　1,071,671千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　1,032,132千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

建物 58,846千円

土地 31,521

計 90,368

建物       54,924

千円

土地       

31,521

計 86,445

建物 57,010千円

土地       

31,521

計 88,532

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

短期借入金 420,000千円 短期借入金  500,000千円 短期借入金 420,000千円

　３．偶発債務

債務保証

　下記の会社の金融機関からの借

入れに対し、債務保証を行ってお

ります。

　３．偶発債務

債務保証

　下記の会社の金融機関からの借

入れに対し、債務保証を行ってお

ります。

　３．偶発債務

債務保証

　下記の会社の金融機関からの借

入れに対し、債務保証を行ってお

ります。

㈱チキン食品 43,560千円 ㈱チキン食品 98,040千円 ㈱チキン食品 100,800千円
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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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 7,200千円 受取利息 6,426千円 受取利息 13,155千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 10,511千円 支払利息 10,848千円 支払利息 20,317千円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 46,396千円

無形固定資産 2,664千円

有形固定資産   46,480千円

無形固定資産 1,176千円

有形固定資産 96,094千円

無形固定資産 4,227千円

※４．減損損失

　当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

※４．減損損失

　当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

※４．減損損失　　

　当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

新南陽市
土地 遊休 1,394

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

山口市 
建物

宅配事業

用資産
6,060

山口県

山口市 
土地

宅配事業

用資産
2,721

山口県

山口市他 

有形固定

資産（そ

の他）

宅配事業

用資産
4,006

山口県

山口市 

無形固定

資産

宅配事業

用資産
1,602

山口県

下関市 
建物 遊休資産 18,311

山口県

下関市
土地 遊休資産 7,256

山口県

下関市

有形固定

資産（そ

の他）

遊休資産 11,885

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

周南市
土地 遊休 1,394

　当社は事業の種類別に資産をグルー

ピングしております。そのうち、現在

遊休状態となっている当社の土地の一

部については今後も事業の用に供する

予定がないため、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,394千円）として特

別損失に計上しております。

　なお、遊休不動産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価額等に基づいて算定して

おります。

　当社は事業用資産については事業の

種類に基づき、賃貸用資産及び遊休資

産については個別物件単位でグルーピ

ングしております。減損損失を認識す

るに至った上記資産のうち、宅配事業

用資産については収益性の著しい低下

のため、遊休資産については今後の使

用見込みがないため、当該資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（51,845千円）とし

て特別損失に計上しております。

　なお、宅配事業用資産の回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価額等に基づいて算定し

ております。また、遊休資産の回収可

能価額も正味売却価額により測定して

おり、土地については固定資産税評価

額に基づき算定し、その他については

他への転用、売却が困難であることか

ら零円としております。

　当社は、事業用資産については事業

の種類に基づき、賃貸用資産及び遊休

資産については個別物件単位でグルー

ピングしております。現在遊休状態と

なっている当社の土地の一部について

は今後も事業の用に供する予定がない

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（1,394千円）として特別損失に計

上しております。

  なお、遊休不動産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価額等に基づいて算定して

おります。
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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） 2,350 839 － 3,189

合計 2,350 839 － 3,189

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加839株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

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

　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

　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)

建物 16,050 13,361 2,688

有形固定資産
(その他)

16,400 12,327 4,072

合計 32,450 25,689 6,760

 

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)

建物 6,500 6,066 433

有形固定資　
産
(その他)

15,310 10,296 5,013

合計 21,810 16,363 5,446

 

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)

建物 6,500 5,416 1,083

有形固定資産
(その他)

11,650 8,944 2,705

合計 18,150 14,361 3,788

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 4,731千円

１年超 2,256千円

合計 6,988千円

１年内 2,868千円

１年超  2,694千円

合計 5,563千円

１年内 3,130千円

１年超 796千円

合計 3,927千円

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、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、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、支

払利息相当額及び減損損失　

支払リース料 3,419千円

減価償却費相当額 3,274千円

支払利息相当額 72千円

支払リース料 2,112千円

減価償却費相当額 2,002千円

支払利息相当額 88千円

支払リース料 6,526千円

減価償却費相当額  6,246千円

支払利息相当額 119千円

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

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

価額相当額と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

ありません。

（減損損失について）

　　　　　　　 同左

 （減損損失について）

               同左
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度いずれにおいても子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 414円55銭

１株当たり中間純利益
金額

11銭

１株当たり純資産額 321円96銭

１株当たり中間純損失
金額

70円43銭

１株当たり純資産額 408円28銭

１株当たり当期純損失
金額

6円37銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　　　　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、1株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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)

中間（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
443 △294,186 △26,591

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) (－） (－） (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

純損失（△）（千円）
443 △294,186 △26,591

期中平均株式数（千株） 4,177 4,176 4,177

（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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