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１．18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日） 

(1) 経営成績                                   （百万円未満は切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

5,916  （ △4.9）

6,219  （  6.7）

百万円   ％

180  （ △4.8）

189  （△54.2）

百万円   ％

198  （ △4.6）

207  （△52.1）

18年６月期 11,655       94       132       

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

95  （△11.8）

107  （△25.8）

円  銭

16  94 

19  20 

18年６月期 61         10  97 

(注)①期中平均株式数 18年12月中間期 5,616,135株 17年12月中間期 5,616,668株 18年６月期 5,616,402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                                   （百万円未満は切捨表示） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1株 当 た り 純 資 産

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

6,358    

6,472    

百万円

3,778   

3,820   

％ 

59.4  

59.0  

円  銭

672  86 

680  33 

18年６月期 5,950    3,760   63.2    669  52 

(注)①期末発行済株式数 18年12月中間期 5,616,135株 17年12月中間期 5,616,135株 18年６月期 5,616,135株 

  ②期末自己株式数 18年12月中間期   1,365株 17年12月中間期   1,365株 18年６月期   1,365株 

 

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円

11,725   

百万円

300   

百万円

162   

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）    28円85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６月期 － － － 12.50  12.50 

19年６月期(実績) － － － －  

19年６月期(予想) － － － 12.50  
12.50 

 

 ※ 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に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化に

より、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
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７．中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６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  406,427 325,873 292,369 

２．受取手形  3,411 182 196 

３．売掛金  1,524,541 1,503,270 971,254 

４．棚卸資産  566,871 673,723 734,428 

５．その他  24,061 64,853 98,335 

流動資産合計   2,525,313 39.0 2,567,903 40.4  2,096,584 35.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※2,3 434,250 402,540 418,458 

(2）工具器具備品 ※２ 492,139 412,345 413,193 

(3）土地 ※３ 2,404,468 2,404,468 2,404,468 

(4）その他  60,553 58,621 67,051 

計  3,391,410 3,277,976 3,303,172 

２．無形固定資産  17,689 13,117 15,403 

３．投資その他の資産  538,184 499,268 535,363 

固定資産合計   3,947,284 61.0 3,790,361 59.6  3,853,939 64.8

資産合計   6,472,597 100.0 6,358,265 100.0  5,950,523 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６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．買掛金  384,611 336,847 332,022 

２．一年内返済予定長
期借入金 

※３ 347,500 264,375 292,500 

３．未払金  846,339 771,894 692,596 

４．未払法人税等  67,211 84,478 708 

５．その他  197,125 374,857 172,630 

流動負債合計   1,842,788 28.5 1,832,453 28.8  1,490,457 25.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※３ 528,125 463,750 409,375 

２．退職給付引当金  233,017 230,466 240,267 

３．役員退職慰労引当
金 

 45,689 51,105 48,397 

４．その他  2,147 1,642 1,894 

固定負債合計   808,979 12.5 746,964 11.8  699,934 11.8

負債合計   2,651,768 41.0 2,579,418 40.6  2,190,392 36.8

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   452,370 7.0 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  428,340 － － 

資本剰余金合計   428,340 6.6 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  41,500 － － 

２．任意積立金  2,250,000 － － 

３．中間（当期）未処
分利益 

 577,232 － － 

利益剰余金合計   2,868,732 44.3 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  72,422 1.1 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △1,034 △0.0 － －  － －

資本合計   3,820,829 59.0 － －  － －

負債資本合計   6,472,597 100.0 － －  － －
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前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６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
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 452,370 7.1  452,370 7.6

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 428,340 428,340 

資本剰余金合計   － － 428,340 6.7  428,340 7.2

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 41,500 41,500 

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  － 2,250,000 2,250,000 

繰越利益剰余金  － 555,886 530,972 

利益剰余金合計   － － 2,847,386 44.8  2,822,472 47.4

４．自己株式   － － △1,034 0.0  △1,034 0.0

株主資本合計   － － 3,727,061 58.6  3,702,147 62.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － 51,786  57,983

評価・換算差額等合
計 

  － － 51,786 0.8  57,983 1.0

純資産合計   － － 3,778,847 59.4  3,760,130 63.2

負債純資産合計   － － 6,358,265 100.0  5,950,523 100.0
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② 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６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   6,219,040 100.0 5,916,170 100.0  11,655,965 100.0

Ⅱ 売上原価   5,134,022 82.6 4,863,698 82.2  9,839,603 84.4

売上総利益   1,085,018 17.4 1,052,472 17.8  1,816,362 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  895,565 14.4 872,083 14.7  1,721,976 14.8

営業利益   189,453 3.0 180,389 3.1  94,385 0.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  28,202 0.5 30,478 0.5  51,391 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,920 0.2 12,781 0.2  13,713 0.1

経常利益   207,735 3.3 198,086 3.4  132,064 1.1

Ⅵ 特別利益   8,375 0.2 3,285 0.0  8,768 0.1

Ⅶ 特別損失 ※3,4  49,798 0.8 933 0.0  51,879 0.4

税引前中間（当
期）純利益 

  166,312 2.7 200,438 3.4  88,952 0.8

法人税、住民税及
び事業税 

 62,852 81,204 30,567 

法人税等調整額  △4,384 58,467 1.0 24,118 105,322 1.8 △3,199 27,368 0.3

中間（当期）純利
益 

  107,844 1.7 95,115 1.6  61,584 0.5

前期繰越利益   469,387 －  －

中間（当期）未処
分利益 

  577,232 －  －
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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７月１日 至 平成18年12月31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 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 530,972 △1,034 3,702,147

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △70,201 △70,201

中間純利益 95,115 95,115

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） 

－ － － － 24,914 － 24,914

平成18年12月31日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 555,886 △1,034 3,727,061

 

評価・ 
換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

純資産合計 

平成18年６月30日残高（千円） 57,983 3,760,130

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △70,201

中間純利益 95,115

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額) 

△6,197 △6,197

中間会計期間中の変動額 
合計（千円） 

△6,197 18,716

平成18年12月31日残高（千円） 51,786 3,778,847
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前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６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 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成17年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 546,899 △367 3,718,741

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 △70,211 △70,211

利益処分による役員賞与 △7,300 △7,300

当期純利益 61,584 61,584

自己株式の取得  △667 △667

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △15,927 △667 △16,594

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 530,972 △1,034 3,702,147

 

評価・ 
換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

純資産合計 

平成17年６月30日残高（千円） 49,659 3,768,400

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 △70,211

利益処分による役員賞与 △7,300

当期純利益 61,584

自己株式の取得 △667

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

8,324 8,324

事業年度中の変動額合計（千円） 8,324 △8,269

平成18年６月30日残高（千円） 57,983 3,760,130
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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

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） 

 期末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）

 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 

 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 

  売価還元法による低価

法。但し、原材料のうち飼

料については先入先出法に

よる原価法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法 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（但し、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、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

同左 同左 

 
 

建物 ２～50年

機械装置 ４～９年

工具器具備品 ２～９年
  

 
建物 ２～50年

機械装置 ４～９年

工具器具備品 ２～13年
  

同左 

 (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、商法施行

規則に規定する 長期間（５

年）にわたり均等償却しており

ます。 

 のれんの償却については、そ

の効果の発現する期間にわたっ

て均等償却を行うこととしてお

ります。 

 なお、金額的重要性の乏しい

場合には、発生年度の損益とし

て処理することとしておりま

す。 

 のれんについては、５年で均

等償却しております。 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  均等償却 同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）退職給付引当金 (1）退職給付引当金 (1）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（自己都合退

職による期末要支給額）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（自己都合退

職による期末要支給額）に基づ

き計上しております。 

 (2）役員退職慰労引当金 (2）役員退職慰労引当金 (2）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

末要支給見込額を計上しており

ます。 

同左  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

支給見込額を計上しておりま

す。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、原則と

して中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、原則と

して期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

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 

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 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。なお、仮受消費税等と仮払消

費税等は、相殺し、その差額は流

動負債「未払金」に含めて表示し

ております。 

同左  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。 

 

 



－  － 

 

39

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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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

49,156千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。 

  当事業年度から、「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

49,156千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。 

   

（役員賞与に関する会計基準） ―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間から、「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。これによる損益に与

える影響はありません。 

  当事業年度から、「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） 

   当事業年度から、「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。 

従来の資本の部に相当する金額

は、3,760,130千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

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12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度末 
（平成18年６月30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 

2,502,764千円 2,688,275千円 2,608,783千円

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 
 

建物 28,469千円 

工具器具備品 6,832 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

（担保資産） （担保資産） （担保資産） 
 

建物 86,963千円 (   －千円) 

土地 2,086,007 (577,000  ) 

計 2,172,970千円 (577,000千円) 

  

 

建物 77,994千円 (   －千円)

土地 2,086,007 (577,000  )

計 2,164,001千円 (577,000千円)

  

 

建物 82,777千円 (   －千円)

土地 2,086,007 (577,000  )

計 2,168,785千円 (577,000千円)

  
（担保に供されている債務） （担保に供されている債務） （担保に供されている債務） 
 

長期借入金 875,625千円  

  

 

長期借入金 728,125千円

  

 

長期借入金 701,875千円

  
（注） （ ）書きは内書で工場財団抵当に

供している資産を示しております。ま

た、長期借入金には、一年以内に返済予

定の長期借入金も含まれております。 

（注）      同左 （注）      同左 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 次の関係会社の金融機関からの借入等

に対し保証を行っております。 

 次の関係会社の金融機関からの借入等

に対し保証を行っております。 

 次の関係会社の金融機関からの借入等

に対し保証を行っております。 
 

有限会社南九州バイオマス 75,000千円 

錦江湾飼料株式会社 9,238 

計 84,238千円 
  

 
有限会社南九州バイオマス 966,800千円

錦江湾飼料株式会社 9,190 

計 975,990千円
  

 
有限会社南九州バイオマス 991,500千円

錦江湾飼料株式会社 6,980 

計 998,480千円
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６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 34千円 

受取配当金 11,412 

匿名組合投資収益 6,189 
  

 
受取利息 175千円

受取配当金 12,021 

匿名組合投資収益 7,416 
  

 
受取利息 65千円

受取配当金 12,838 

匿名組合投資収益 13,002 
  

※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 7,616千円 
  

 
支払利息 7,993千円

  

 
支払利息 13,554千円

  
※３ 特別損失のうち主要なもの ―――――― ※３ 特別損失のうち主要なもの 
 

減損損失 49,156千円 
  

  
減損損失 49,156千円

  
※４ 減損損失 ―――――― ※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。 

  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。 
  

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

44,150 

遊休資産 土地 
鹿児島県 
霧島市 

5,006 

  

   

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

44,150

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

5,006

  
 当社は、事業の種類別セグメントを基

準として、鶏肉事業、加工食品事業及び

遊休資産にグループ化し、減損損失の認

識を行っております。その結果、遊休資

産については地価の下落により減損損失

49,156千円を特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に

に基づき合理的な調整を行って算定して

おります。 

  当社は、事業の種類別セグメントを基

準として、鶏肉事業、加工食品事業及び

遊休資産にグループ化し、減損損失の認

識を行っております。その結果、遊休資

産については地価の下落により減損損失

49,156千円を特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に

に基づき合理的な調整を行って算定して

おります。 

 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 106,562千円 

無形固定資産 2,285 
  

 
有形固定資産 87,466千円

無形固定資産 2,285 
  

 
有形固定資産 217,260千円

無形固定資産 4,571 
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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７月１日 至 平成18年12月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末 

株式数 

普通株式（株） 1,365 ― ― 1,365

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 
当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 
当事業年度末株式数

普通株式（株） 565 800 ― 1,365
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６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) 

機械装置 54,025 16,027 37,997 

車両運搬具 44,155 29,293 14,862 

工具器具備品 18,330 9,165 9,165 

合計 116,510 54,485 62,025 

  

  

 

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)

機械装置 54,025 23,952 30,072

車両運搬具 39,120 18,016 21,103

工具器具備品 18,330 12,831 5,499

合計 111,475 54,799 56,675

  

  

 

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)

機械装置 54,025 19,989 34,035

車両運搬具 50,245 32,916 17,329

工具器具備品 18,330 10,998 7,332

合計 122,600 63,903 58,697

  
(注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高相当額が有形固定

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。 

(注）      同左 (注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高相当額が有形固定資産

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 17,370千円 

１年超 44,655 

合計 62,025千円 
  

 
１年内 20,318千円

１年超 36,357 

合計 56,675千円
  

 
１年内 17,596千円

１年超 41,100 

合計 58,697千円
  

(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

高相当額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。 

(注）      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相当

額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 9,556千円 

減価償却費相当額 9,556 
  

 
支払リース料 9,818千円

減価償却費相当額 9,818 
  

 
支払リース料 18,974千円

減価償却費相当額 18,974 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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（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） 

 該当事項はありません。 

 


