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１．平成18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31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 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 13,115 (  76.0) 1,532 ( 207.1) 997 ( 300.4)
17年10月中間期 7,450 (　15.2) 499 (　42.1) 249 (　44.8)

18年４月期 21,133 1,685 1,001

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10月中間期 588 ( 467.1) 86 59
17年10月中間期 103 (△73.5) 15 27

18年４月期 520 72 79

（注）①期中平均株式数 18年10月中間期 6,800,000株 17年10月中間期 6,800,000株 18年4月期 6,800,000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10月中間期 55,928 2,866 5.1 421 59
17年10月中間期 27,326 1,982 7.3 291 52

18年４月期 38,688 2,418 6.3 351 87

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 6,800,000株 17年10月中間期 6,800,00株 18年4月期 6,800,000株

②期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年4月期 －株

２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 36,703  2,494  1,397  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　205円44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４月期 － － － 15.0 － 15.0

19年４月期（実績） － 7.5 － － －  

19年４月期（予想） － － － 7.5 － 15.0

 

※　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、多分に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。
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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10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30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 ※１  2,234,933   7,203,014   4,497,056  

２．受取手形   480   774   404  

３．売掛金   543,487   121,971   667,523  

４．たな卸資産 ※１  11,282,847   26,014,164   15,810,028  

５．その他 ※３  490,700   725,797   476,107  

貸倒引当金   △19,455   △12,640   △12,639  

流動資産合計   14,532,993 53.2  34,053,081 60.9  21,438,480 55.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物 ※１ 5,375,836   8,045,277   6,818,916   

減価償却累計額  217,176 5,158,659  397,766 7,647,511  296,730 6,522,186  

２．土地 ※１  6,940,062   13,243,307   9,740,241  

３．その他  26,574   42,759   34,241   

減価償却累計額  15,115 11,459  19,253 23,506  17,435 16,806  

有形固定資産合計   12,110,181   20,914,325   16,279,234  

(2）無形固定資産 ※１  300,667   300,823   300,921  

(3）投資その他の資産 ※１  382,710   660,563   670,739  

貸倒引当金   △538   △356   △424  

投資その他の資産合計   382,172   660,206   670,314  

固定資産合計   12,793,021 46.8  21,875,355 39.1  17,250,470 44.6

資産合計   27,326,014 100.0  55,928,437 100.0  38,688,951 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30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 ※２  1,284,206   3,632,312   3,118,368  

２．買掛金   994,137   2,601,026   2,018,882  

３．短期借入金 ※１  7,372,000   10,602,750   7,412,000  

４．一年内償還予定の社債   100,000   320,000   320,000  

５．一年内返済予定の長期借入
金

※１  4,137,265   12,110,929   6,681,252  

６．賞与引当金   31,241   30,524   35,255  

７．その他   403,196   1,390,144   807,796  

流動負債合計   14,322,047 52.4  30,687,687 54.9  20,393,555 52.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債   450,000   1,665,000   1,800,000  

２．長期借入金 ※１  9,574,198   19,445,641   12,946,644  

３．退職給付引当金   25,910   32,491   30,281  

４．役員退職慰労引当金   40,117   44,597   40,677  

５．その他   931,422   1,186,225   1,059,065  

固定負債合計   11,021,649 40.3  22,373,955 40.0  15,876,668 41.0

負債合計   25,343,696 92.7  53,061,643 94.9  36,270,223 93.7
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30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   500,000 1.8  － －  500,000 1.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  321,667   －   321,667   

資本剰余金合計   321,667 1.2  － －  321,667 0.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  24,200   －   24,200   

２．任意積立金  828,496   －   828,496   

３．中間（当期）未処分利益  254,392   －   671,531   

利益剰余金合計   1,107,088 4.1  － －  1,524,227 4.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   53,561 0.2  － －  72,831 0.2

資本合計   1,982,317 7.3  － －  2,418,727 6.3

負債資本合計   27,326,014 100.0  － －  38,688,951 100.0

           

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

　(1）資本金   － －  500,000 0.9  － －

　(2)資本剰余金           

 　　1.資本準備金  －   321,667   －   

 　　　資本剰余金合計   － －  321,667 0.6  － －

　(3)利益剰余金           

 　　1.利益準備金  －   24,200   －   

 　　2.その他利益剰余金           

 　　　　買換資産圧縮積立金  －   783,353   －   

 　　　　別途積立金  －   20,000   －   

 　　　　繰越利益剰余金  －   1,157,466   －   

 　　　　利益剰余金合計   － －  1,985,019 3.5  － －

 　　　　株主資本合計   － －  2,806,687 5.0  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 　　1.その他有価証券評価差額　
金

  － －  60,106 0.1  － －

　　　評価・換算差額等合計   － －  60,106 0.1  － －

　　　純資産合計   － －  2,866,794 5.1  － －

　　　負債純資産合計   － －  55,928,437 100.0  － －

　　           

－ 4 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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   7,450,400 100.0  13,115,150 100.0  21,133,433 100.0

Ⅱ　売上原価   6,151,621 82.6  10,597,757 80.8  17,594,773 83.3

売上総利益   1,298,778 17.4  2,517,393 19.2  3,538,660 16.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   799,629 10.7  984,721 7.5  1,853,590 8.7

営業利益   499,149 6.7  1,532,671 11.7  1,685,069 8.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  15,676 0.2  39,055 0.3  30,870 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  265,593 3.6  573,874 4.4  714,202 3.4

経常利益   249,232 3.3  997,852 7.6  1,001,737 4.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  12,380 0.1  14,124 0.1

税引前中間（当期）純利
益

  249,232 3.3  1,010,232 7.7  1,015,862 4.8

法人税、住民税及び事業
税

※４ 35,970   439,300   416,100   

法人税等調整額 ※４ 109,428 145,398 1.9 △17,860 421,439 3.2 78,789 494,889 2.3

中間（当期）純利益   103,834 1.4  588,792 4.5  520,972 2.5

前期繰越利益   88,245      88,245  

合併による未処分利益受
入額

  62,313      62,313  

中間（当期）未処分利益   254,392      671,531  
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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５月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計買換資産　

圧縮積立金
圧縮未決算
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年４月30日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 215,764 592,731 20,000 671,531 1,524,227 2,345,895

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の積立(注)    592,731   △592,731 － －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)    △14,317   14,317 － －

買換資産圧縮積立金の取崩    △10,825   10,825 － －

圧縮未決算積立金の取崩(注)     △592,731  592,731 － －

剰余金の配当(注)       △102,000 △102,000 △102,000

役員賞与(注)       △26,000 △26,000 △26,000

中間純利益       588,792 588,792 588,792

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）

－ － － 567,588 △592,731 － 485,935 460,792 460,792

平成18年10月31日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 783,353 － 20,000 1,157,466 1,985,019 2,806,687

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高
（千円）

72,831 2,418,727

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の積立(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩(注)  －

買換資産圧縮積立金の取崩  －

圧縮未決算積立金の取崩(注)  －

剰余金の配当(注)  △102,000

役員賞与(注)  △26,000

中間純利益  588,792

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△12,725 △12,725

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△12,725 448,067

平成18年10月31日　残高
（千円）

60,106 2,866,794

　（注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。
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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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　関係会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　関係会社株式

同左

(1）有価証券

①　関係会社株式

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）を採用しております。

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）を採用しております。

②　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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

　個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

同左

(3）たな卸資産

①　販売用不動産、仕掛販売用不

動産及び未成工事支出金

同左

②　商品及び貯蔵品

　最終仕入原価法

②　商品及び貯蔵品

同左

②　商品及び貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得

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。

(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

自社利用のソフトウエア

　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

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）　　　─────

 

(1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め支給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき金額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め支給見込額のうち当期に負担す

べき金額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間期末自己都合要支給額に基づ

き、当中間会計期間負担額を計上

しております（簡便法）。

(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、

期末自己都合要支給額に基づき計

上しております（簡便法）。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

５．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

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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、固定資

産に係る控除対象外消費税等は投資

その他の資産に計上し、５年間で均

等償却を行っております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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。これによる損益

に与える影響はありません。

───── （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。これによる損益に

与える影響はありません。

───── （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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、2,866,794千円であります。

　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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

預金 275,237千円

販売用不動産 1,694,125

仕掛販売用不動産 6,178,605

建物 5,096,602

土地 6,886,067

借地権 299,605

合計 20,430,243

預金      449,292千円

販売用不動産 3,917,404

仕掛販売用不動産 13,684,798

建物 7,314,482

土地 13,078,424

借地権 299,605

投資有価証券 124,600

合計 38,868,607

預金     458,254千円

販売用不動産 2,287,646

仕掛販売用不動産 8,764,518

建物 6,466,515

土地 9,685,334

借地権 299,605

合計 27,961,875

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 7,247,000千円

一年内返済予定の

長期借入金
4,127,269

長期借入金 9,547,522

合計 20,921,791

短期借入金   10,434,750千円

一年内返済予定の

長期借入金
11,971,861

長期借入金 17,622,033

合計 40,028,644

短期借入金    7,412,000千円

一年内返済予定の

長期借入金
6,671,256

長期借入金 12,924,133

合計 27,007,390

※２　　　　　───── ※２　　　　　───── ※２　期末日満期手形

　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。なお当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高

に含まれております。 

支払手形    532,303千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３　　　　　─────

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。　

　４　当社において、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約

を締結しております。

　この契約に基づく当会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。　

 

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 －

差引額 100,000

当座貸越契約の総額    1,880,000千円

借入実行残高 500,000

差引額 1,380,000

当座貸越契約の総額   1,100,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,100,000
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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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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 1,975千円

金利スワップ評価益  1,922

法人税等還付加算金 4,227

受取保険金  3,129

匿名組合出資配当金     28,943千円

  

  

  

金利スワップ評価益    3,699千円

法人税等還付加算金      4,229

受取保険金 　  3,129

匿名組合出資配当金      3,908

※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 243,770千円 支払利息     497,445千円 支払利息     626,565千円

※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

投資有価証券売却益 12,380千円 固定資産売却益      9,382千円

（土地）  

※４　当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

積立及び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。

※４　　　　　───── ※４　　　　　─────

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 53,318千円

無形固定資産 81

有形固定資産    108,975千円

無形固定資産 97

有形固定資産     135,195千円

無形固定資産 192

（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５月１日　至　平成18年10月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

1.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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

1.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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

1.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)

工具器具及び
備品

64,409 22,877 41,532

ソフトウェア 4,608 537 4,070

合計 69,017 23,415 45,602

 

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)

車両運搬具 6,360 212 6,148

工具器具及び
備品

69,057 31,775 37,282

ソフトウェア 4,608 1,459 3,148

合計 80,025 33,446 46,578

 

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)

工具器具及び
備品

64,409 29,003 35,406

ソフトウェア 4,608 998 3,609

合計 69,017 30,001 39,016

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

　②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 　②未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,975千円

１年超 32,627千円

合計 45,602千円

１年内       15,691千円

１年超       30,887千円

合計       46,578千円

１年内       12,776千円

１年超       26,239千円

合計       39,016千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額 　③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 7,008千円

減価償却費相当額 7,008千円

支払リース料      7,471千円

減価償却費相当額      7,471千円

支払リース料       13,256千円

減価償却費相当額       13,256千円

　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

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内 2,736千円

１年超 5,016千円

合計 7,752千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      3,933千円

１年超      6,471千円

合計      10,405千円

2.オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内      2,736千円

１年超      3,648千円

合計     6,384千円

（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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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