
平成20年３月期　中間決算短信 平成19年11月16日

上場会社名 株式会社　大　　水 上場取引所 大　証　二　部

コード番号 ７５３８

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）清水　元一

問合せ先責任者　（役職名）取締役経理部長 （氏名）田端　嘉明 ＴＥＬ　（０６）６４６９－３０１１

半期報告書提出予定日 平成19年12月20日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 85,376 △10.3 202 37.8 272 34.2 87 50.5

18年９月中間期 95,158 △6.7 146 △47.3 203 △49.8 58 △70.0

19年３月期 197,801 － 877 － 994 － △292 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 6 30 － －

18年９月中間期 4 18 － －

19年３月期 △20 97 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 35,138 9,037 25.7 649 73

18年９月中間期 40,967 10,256 25.0 736 50

19年３月期 36,203 9,634 26.6 692 36

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,037百万円 18年９月中間期 10,256百万円 19年３月期 9,634百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 910 △399 △690 2,237

18年９月中間期 △439 146 58 2,158

19年３月期 △1,195 496 721 2,417

２．配当の状況

 1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 15 00 15 00

20年３月期 － －

20年３月期（予想） － 15 00 15 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 178,000 △10.0 620 △29.3 750 △24.6 300 － 21 57
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、13ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 15,324,819株 18年９月中間期 15,324,819株 19年３月期 15,324,819株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 1,415,455株 18年９月中間期 1,398,516株 19年３月期 1,408,648株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 82,196 △10.9 170 17.6 241 28.7 14 37.5

18年９月中間期 92,213 △7.3 144 △48.3 187 △53.2 10 △94.8

19年３月期 190,961 － 840 － 947 － △678 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 1 02

18年９月中間期 0 74

19年３月期 △48 73

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 33,655 9,097 27.0 654 08

18年９月中間期 39,706 10,639 26.8 763 98

19年３月期 34,748 9,738 28.0 699 81

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,097百万円 18年９月中間期 10,639百万円 19年３月期 9,738百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 172,000 △9.9 550 △34.5 680 △28.2 200 － 14 38

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に

関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間のわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善が見られるなど、

景気は緩やかながらも拡大傾向で推移いたしましたが、原油価格の高騰、税制改革、社会保障費の負担増加など個人

消費は依然と不安定な情勢で推移いたしました。

　当業界を取り巻く環境は、海外需要の拡大や円安による輸入水産物の値上がり、原油の高騰や食の安全安心志向に

よる流通コストの上昇、海水温上昇による漁期・旬のずれ込みや記録的な残暑に伴う購買意欲の減退等が見られ、依

然低調な消費動向が続き極めて厳しいものとなりました。

　このような情勢下、当社は高品質商品の確保、品質管理の強化を図り、多様化する消費動向を的確に把握し集荷販

売に傾注するとともに、債権管理の徹底、経費の節減等を推し進め経営基盤の強化に努力してまいりました。その結

果、売上高は853億76百万円（前年同期比10.3％減）となりましたが、売上原価及び販管費を抑えたことにより、営業

利益２億２百万円（同37.8％増）、経常利益２億72百万円（同34.2％増）を計上しました。また、特別損失として貸

倒引当金繰入額１億43百万円等を計上したことにより、中間純利益は87百万円（同50.5％増）となりました。

　経営環境の先行きは、サブプライムローン問題をはじめとする米国経済の不透明感、金利上昇予想、原材料価格の

高騰、個人消費の停滞等、経済情勢は不安定要素を抱合しておりかつ企業間における競合もさらに激化すると予想さ

れ、厳しい環境は当分続くものと思われます。

　こうした中、当社グループはローコスト経営を根幹に据え、情報機能の充実や食の安全安心の強化に努め、集荷販

売の強化、粗利益率の改善および業務の効率化を図りながら、売上と利益の安定成長を最大のテーマとして経営に取

り組み、売上高1,780億円、営業利益６億20百万円、経常利益７億50百万円、当期純利益３億円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当中間連結会計期間

末には22億37百万円（前年同期比78百万円増）となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果回収した資金は９億10百万円（前中間連結会計期間末は４億39百万円支出）となりました。これは

主に税金等調整前中間純利益が１億39百万円計上され、売上債権の減少（12億２百万円）、たな卸資産の増加（７億

78百万円）等によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は３億99百万円（前中間連結会計期間末は１億46百万円収入）となりました。これは

主に投資有価証券の売買、貸付金の支出及び回収によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は６億90百万円（前中間連結会計期間末は58百万円収入）となりました。これは主に

短期借入金の返済、配当金の支払等によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

平成17年９月
中間期

平成18年３月期
平成18年９月

中間期
平成19年３月期

平成19年９月
中間期

自己資本比率（％） 25.4 28.9 25.0 26.6 25.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
19.9 22.7 17.7 19.7 18.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ 4.4 － － 10.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 26.6 － － 26.0

（注）1.自己資本比率：自己資本／総資産

　　　2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　3.キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　　　※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し
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　　　　ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

　　　　対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を対象にし

　　　　ております。

　　　※平成18年３月中間期、平成19年３月中間期及び平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりま

　　　　せん。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　配当政策に対する基本方針は、業績が消費動向に大きく影響される特質を踏まえたうえで、将来に向けた安定的な

収益基盤づくりのために内部留保の充実を図り、株主の皆様に安定した配当を継続的に行うこととしております。

　また、定款では「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定め

ておりますが、期末配当年１回を基本方針としております。

　この方針のもと、当期の配当金につきましては、期末配当１株につき15円を継続する予定であります。

(4）事業等のリスク

　平成19年６月29日に提出した有価証券報告書における記載から投資者に速やかに伝達すべき新たなリスクが顕在化

しておりませんので、開示を省略いたします。

２．企業集団の状況
　　平成19年6月29日に提出した有価証券報告書における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略いたします。

３．経営方針
平成19年５月18日に開示した決算短信の内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。

なお、当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（大阪証券取引所ホームページ　（右上の上場企業検索に当社名を入力））

 http://www.ose.or.jp
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,183 2,252  2,442

２．受取手形及び売

掛金
※６ 19,866 16,399  17,969

３．有価証券 ※２ 542 214 214

４．たな卸資産 5,262 4,362 3,584

５．繰延税金資産 239 194 309

６．その他 ※５ 365 297 298

７．貸倒引当金 △433 △475 △739

流動資産合計 28,027 68.4 23,244 66.2 △4,782 24,078 66.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物
※1.3
　　 1,482 1,404 1,421

(2)機械装置及び運

搬具
※1.3 61 56 60

(3)器具及び備品 ※１ 20 18 19

(4)土地  3,536 5,102 3,529 5,008 △93 3,531 5,032

２．無形固定資産

(1)電話加入権 26 27 27

(2)その他 84 111 33 61 △50 26 53

３．投資その他の資

産

(1)投資有価証券 ※2.4 5,840 4,747 5,512

(2)長期貸付金 680 809 704

(3)破産・更生等債

権
992 1,006 991

(4)長期化債権 1,034 1,187 825

(5)繰延税金資産 1,182 1,786 1,326

(6)その他 171 54 41

(7)貸倒引当金 △2,175 7,725 △2,766 6,823 △901 △2,362 7,038

固定資産合計 12,939 31.6 11,893 33.8 △1,045 12,124 33.5

資産合計 40,967 100.0 35,138 100.0 △5,828 36,203 100.0

－ 5 －

㈱大水　（7538）　平成20年3月期中間決算短信



前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買
掛金

15,241 10,516 10,422

２．短期借入金  9,471 9,841 10,161

３．未払金 501 509 534

４．未払法人税等 31 102 19

５．賞与引当金 266 230 244

６．役員賞与引当金 25 － －

７．その他 ※５ 101 135 114

流動負債合計 25,638 62.6 21,336 60.7 △4,302 21,496 59.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  256 75 235

２．繰延税金負債 95 33 54

３．再評価に係る繰
延税金負債

438 438 438

４．退職給付引当金 3,291 3,270 3,339

５．役員退職慰労引
当金

587 549 611

６．その他 402 397 392

固定負債合計 5,071 12.4 4,764 13.6 △307 5,071 14.0

負債合計 30,710 75.0 26,101 74.3 △4,609 26,568 73.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 2,352 5.7 2,352 6.7 － 2,352 6.5

２．資本剰余金 2,012 4.9 2,012 5.7 0 2,012 5.5

３．利益剰余金 5,970 14.6 5,498 15.7 △471 5,619 15.5

４．自己株式 △657 △1.6 △666 △1.9 △8 △663 △1.8

株主資本合計 9,676 23.6 9,197 26.2 △479 9,321 25.7

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

1,615 3.9 875 2.5 △739 1,348 △2.8

２．土地再評価差額
金

△1,035 △2.5 △1,035 △3.0 － △1,035 3.7

評価・換算差額等
合計

579 1.4 △160 △0.5 △739 313 0.9

Ⅲ　少数株主持分 － － － －  － －

純資産合計 10,256 25.0 9,037 25.7 △1,219 9,634 26.6

負債純資産合計 40,967 100.0 35,138 100.0 △5,828 36,203 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 95,158 100.0 85,376 100.0 △9,782 197,801 100.0

Ⅱ　売上原価 91,427 96.1 81,774 95.8 △9,652 189,955 96.0

売上総利益 3,730 3.9 3,601 4.2 △129 7,846 4.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 3,583 3.7 3,399 4.0 △184 6,969 3.6

営業利益 146 0.2 202 0.2 55 877 0.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 37 26 69

２．受取配当金 41 43 55

３．賃貸料 82 78 174

４．有価証券評価益 － 1 －

５．天然ガス売上高 － 28 －

６．負ののれん償却額 15 － 15

７．その他 37 214 0.2 20 198 0.2 △15 64 380 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 39 60 100

２．有価証券売却損 34 3 52

３．有価証券評価損 32 － 7

４．賃貸費用 43 39 84

５．天然ガス売上原価 － 19 －

６．その他 8 157 0.2 4 128 0.1 △29 18 263 0.1

経常利益 203 0.2 272 0.3 69 994 0.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 46 － 46

２．貸倒引当金戻入額  17 － －

３．投資有価証券売却
益

 24 0 112

４．訴訟和解金 61 － 61

５．受取損害賠償金 ※３ －   68    －   

６．その他 10 160 0.2 6 75 0.1 △85 10 230 0.1

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価
損 143 32 169

２．貸倒引当金繰入額 － 143 479

３．減損損失 ※４ － 1 43

４．社員寮解体費用 81 － 81

５．固定資産除却損 ※５ － 30 －

６．その他 0 225 0.2 － 208 0.2 △17 505 1,280 0.6

税金等調整前中
間純利益又は税
金等調整前当期
純損失(△)

137 0.2 139 0.2 2 △55 0.0

法人税、住民税
及び事業税 29 93 258

法人税等調整額 50 79 0.1 △41 52 0.1 △27 △22 236 0.1

中間純利益又は
当期純損失(△) 58 0.1 87 0.1 29 △292 △0.1

－ 7 －
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（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

平成18年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 6,189 △654 9,899

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △209  △209

役員賞与（注）   △44  △44

中間純利益   58  58

土地再評価差額金の取崩し   △24  △24

自己株式の取得    △3 △3

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
－ － △219 △3 △222

平成18年９月30日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 5,970 △657 9,676

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価　

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
1,995 △1,059 936 － 10,836

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △209

役員賞与（注）     △44

中間純利益     58

土地再評価差額金の取崩し     △24

自己株式の取得     △3

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
△380 24 △356  △356

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
△380 24 △356 － △579

平成18年９月30日残高　　　　　　　

　　(百万円)
1,615 △1,035 579 － 10,256

　（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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 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

平成19年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 5,619 △663 9,321

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △208  △208

中間純利益   87  87

自己株式の取得    △3 △3

自己株式の売却  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
－ 0 △121 △3 △124

平成19年９月30日残高　　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 5,498 △666 9,197

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
1,348 △1,035 313 － 9,634

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △208

中間純利益     87

自己株式の取得     △3

自己株式の売却     0

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
△473  △473  △473

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
△473 － △473 － △597

平成19年９月30日残高　　　　　　　

　　(百万円)
875 △1,035 △160 － 9,037
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

平成18年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 6,189 △654 9,899

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △209  △209

役員賞与（注）   △44  △44

当期純損失   △292  △292

土地再評価差額金の取崩し   △24  △24

自己株式の取得    △9 △9

自己株式の売却  0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

(百万円)
－ 0 △569 △8 △578

平成19年３月31日残高　　　　　　　

　　(百万円)
2,352 2,012 5,619 △663 9,321

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価　

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高  　　　　　　

　　(百万円)
1,995 △1,059 936 － 10,836

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △209

役員賞与（注）     △44

当期純損失     △292

土地再評価差額金の取崩し     △24

自己株式の取得     △9

自己株式の売却     0

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
△647 24 △622  △622

連結会計年度中の変動額合計

(百万円)
△647 24 △622 － △1,201

平成19年３月31日残高　　　　　　　

　　(百万円)
1,348 △1,035 313 － 9,634

　（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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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益又
は税金等調整前当期純損失
（△）

137 139  △55

減価償却費 69 68  169

負ののれん償却額 △15 －  △15

賞与引当金の減少額 △10 △13  △32

役員賞与引当金の増加額 25 －  －

退職給付引当金の増加(△減
少)額

5 △68  53

役員退職慰労引当金の増加
(△減少)額

△2 △62  21

貸倒引当金の増加(△減少)
額

△221 139  271

受取利息及び受取配当金 △78 △69  △124

支払利息 39 60  100

有価証券評価損益 32 △1  7

有価証券売却損 34 3  52

投資有価証券評価損 143 32  169

投資有価証券売却益 △24 △0  △112

固定資産売却益 △46 －  △46

社員寮解体費用 81 －  81

固定資産除却損 － 30  －

訴訟和解金 △61 －  △61

受取損害賠償金 － △68  －

減損損失 － 1  43

売上債権の(△増加)減少額 △1,882 1,202  222

たな卸資産の増加額 △2,482 △778  △803

その他営業債権の(△増加)
減少額

△37 60  △73

仕入債務の増加(△減少)額 4,224 104  △828

その他営業債務の増加(△減
少)額

△8 △24  16

未払消費税等の減少額 △34 △7  △27

役員賞与の支払額 △44 －  △44

その他 0 3  354

小計 △157 753 911 △660

利息及び配当金の受取額 79 68  130

利息の支払額 △44 △34  △128

訴訟和解金の受取額 61 －  61

損害賠償金の受取額 － 87  －

法人税等の受取(△支払)額 △378 35  △598

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△439 910 1,350 △1,195
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支出 △25 △15  △50

定期預金の払戻による収入 25 25  50

有価証券の取得による支出 － △39  △439

有価証券の売却による収入 170 41  941

投資有価証券の取得による
支出

△738 △316  △1,469

投資有価証券の売却による
収入

1,053 284  1,713

有形固定資産の取得による
支出

△139 △65  △154

有形固定資産の除却による
支出

△81 －  △81

有形固定資産の売却による
収入

105 －  105

無形固定資産の取得による
支出

－ △10  －

貸付による支出 △740 △756  △1,591

貸付金の回収による収入 514 468  1,470

その他投資の取得による支
出

△0 △16  △0

その他投資の回収による収
入

3 2  4

投資活動によるキャッシュ・
フロー

146 △399 △546 496

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加(△減
少)額

290 △460  980

長期借入金の返済による支
出

△20 △20  △41

自己株式の取得による支出 △3 △3  △9

自己株式の売却による収入 － 0  0

配当金の支払額 △206 △206  △207

財務活動によるキャッシュ・
フロー

58 △690 △749 721

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加(△
減少)額

△235 △180 54 22

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 2,393 2,417 23 2,393

Ⅵ　合併により受け入れた現金及
び現金同等物期首残高

－ － － 0

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末
(期末)残高

※ 2,158 2,237 78 2,417
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、

㈱京都興産及び丸魚食品㈱の３社を

連結の範囲に含めております。

　また、子会社のうち、長崎丸海商

事㈱、上海京海水産有限公司及び㈱

ベンガルは、総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等のいずれも

中間連結財務諸表に与える影響は軽

微であり、かつ、全体としても重要

性が乏しいため、連結の範囲から除

いております。

　子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、

㈱京都興産及び丸魚食品㈱の３社を

連結の範囲に含めております。

　また、子会社のうち上海京海水産

有限公司は、総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等のいずれも

中間連結財務諸表に与える影響は軽

微であり、かつ、全体としても重要

性が乏しいため、連結の範囲から除

いております。

　子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、

㈱京都興産及び丸魚食品㈱の３社を

連結の範囲に含めております。

　また、子会社のうち上海京海水産

有限公司は、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等のいずれも

連結財務諸表に与える影響は軽微で

あり、かつ、全体としても重要性が

乏しいため、連結の範囲から除いて

おります。

２．持分法の適用に関する事項 　非連結子会社３社及び関連会社㈱

南都水産ほか３社は、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に与える影響

は軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法を適用せ

ず原価法により評価しております。

　非連結子会社上海京海水産有限公

司並びに関連会社㈱南都水産ほか２

社は、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に与える影響は軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法を適用せず原価法により

評価しております。

　非連結子会社上海京海水産有限公

司並びに関連会社㈱南都水産ほか２

社は、当期純損益及び利益剰余金等

に与える影響は軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持

分法を適用せず原価法により評価し

ております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的債券

　償却原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的債券

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的債券

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。

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することができ

ない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価

し、評価差額を当中間連結会

計期間の損益に計上しており

ます。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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。

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することができ

ない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価

し、評価差額を当期の損益に

計上しております。

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

　個別法による原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、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。

　また、大阪東部冷蔵㈱は建物

及び構築物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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物 10～47年

機械装置及び運搬具

４～15年

器具及び備品 ５～15年

───── （会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

─────

───── （追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

ります。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

─────

②　無形固定資産

　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

　　　　 同左

②　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権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

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上

しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「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。

　これにより当中間連結会計期

間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益がそれぞ

れ25百万円減少しております。

③　役員賞与引当金

─────

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度における支給見

込額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計期間より、「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。

　これにより当連結会計年度の

営業利益及び経常利益がそれぞ

れ４百万円減少し、税金等調整

前当期純損失が４百万円増加し

ております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。

　過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により按分し

た額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。

　過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により按分し

た額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。

　また、執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を合わせて計

上しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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。

　過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により按分し

た額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。

⑤　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。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理を

採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  … 為替予約

ヘッジ対象  … 外貨建金銭

債権債務及

び予定取引

同左 同左

③　ヘッジ方針

　当社は主に内規である「経理

規程」及び「輸出入取引に伴う

外国為替管理規程」に基づき、

外貨建取引について、該当部署

が実需の範囲内で個別に為替予

約を実施し、全体のポジション

は経理部が管理し、金利変動リ

スク、為替変動リスクをヘッジ

しております。

　連結子会社は、デリバティブ

取引を全く実施しておりません。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資

産・負債等に関する重要な条件

が同一であり、有効性がおおむ

ね100％であることが明らかで

あるため、有効性の判定は省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）消費税等の会計処理の方法

　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。

(6）消費税等の会計処理の方法

同左

(6）消費税等の会計処理の方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲

　手許資金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準

　当中間連結会計期間より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、10,256百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正により、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

───── 　当連結会計年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、9,634百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。

２．企業結合に係る会計基準等 ───── ───── 　当連結会計年度より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

　平成15年10月31日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

　これにより、特別損失として「抱

合せ株式消滅差損」を222百万円計

上しておりますが、貸倒引当金とし

て一部損失を見込んでおりましたの

で、当期の業績への影響は22百万円

（税金等調整前当期純損失が同額増

加）であります。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

(中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

表示しております。

─────

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

表示しております。

─────

───── (中間連結損益計算書)

　天然ガス売上高及び天然ガス売上原価は、前中間連結会計年度まで

営業外収益及び営業外費用の「その他」に含めて表示していましたが、

営業外収益及び営業外損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ました。

　なお，前中間連結会計期間における天然ガス売上高及び天然ガス売

上原価はそれぞれ14百万円、７百万円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１. 有形固定資産の減価償却

累計額

     1,244百万円          1,310 百万円                  1,278百万円

※２. 担保資産 　有価証券17百万円、投資有価証券

66百万円は、預託保証金として差入

れております。

　有価証券21百万円、投資有価証券

55百万円は、預託保証金として差入

れております。

　有価証券21百万円、投資有価証券

55百万円は、預託保証金として差入

れております。

※３. 国庫補助金等による固定

資産圧縮記帳額

建物及び構築物  21百万円

機械装置及び運搬具   44百万円

計   66百万円

建物及び構築物 31百万円

機械装置及び運搬具 82百万円

計 114百万円

建物及び構築物 33百万円

機械装置及び運搬具  90百万円

計 123百万円

※４．投資有価証券の消費貸借

契約

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券31

百万円が含まれております。

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券

408百万円が含まれております。

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券27

百万円が含まれております。

※５．消費税等の取扱い 　仮払消費税等と仮受消費税等とを

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

　仮払消費税等と仮受消費税等とを

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。

─────

※６．中間連結会計期間末日満

期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間連

結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形      59百万円

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間連

結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形     50百万円

　連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日は金融機関の休

日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形     52百万円
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（中間連結損益計算書関係）

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１. 販売費及び一般管理費

のうち主要なもの

市場使用料      366百万円

出荷・完納奨励金     252百万円

給料手当・賞与 1,517百万円

賞与引当金繰入額    266百万円

退職給付引当金繰

入額
    124百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
 24百万円

減価償却費    24百万円

市場使用料 362百万円

出荷・完納奨励金 244百万円

給料手当・賞与 1,443百万円

賞与引当金繰入額 230百万円

退職給付引当金繰

入額
 114百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
22百万円

減価償却費 23百万円

市場使用料 749百万円

出荷・完納奨励金      524百万円

給料手当・賞与 3,118百万円

賞与引当金繰入額    244百万円

退職給付引当金繰

入額
     249百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
    48百万円

減価償却費      47百万円

 ※２．固定資産売却益 　固定資産売却益の内訳は、次のと

おりであります。

土地 46百万円

─────── 　内訳は、次のとおりであります。

土地 46百万円

 ※３．受取損害賠償金 ─────── 　当中間連結会計期間において、

当社グループが所有する賃貸物件

にて賃借人の過失により失火し、

損害賠償金として受取りした金額

から建物等の帳簿価額19百万円と

焼失物件解体費用５百万円を控除

した金額であります。

───────

※４. 減損損失 ─────── 　当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上してお

ります。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

兵庫県

篠山市
遊休資産 土地  １

　当社グループは、事業用資産に

ついて事業を基礎とし、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をしており

ます。

　上記の遊休資産については、帳

簿価額に対して著しく時価が下落

しており、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（１百万円）として特別損失

に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定評価に準ず

る方法により評価しております。

　当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

北海道

釧路市
遊休資産 土地  ４

兵庫県

篠山市
遊休資産 土地  １

京都市　

下京区
賃貸物件 

借地権

建物等 
 23

兵庫県　

西宮市
賃貸物件借地権  14

　当社グループは、事業用資産に

ついて事業を基礎とし、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をしており

ます。

　上記の資産グループのうち、遊

休資産については、帳簿価額に対

して著しく時価が下落しており、

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、賃貸物件については賃貸先の

退出等により回収可能性が低下し

たため、帳簿価額を備忘価額まで

減額し、当該減少額を減損損失

（43百万円）として特別損失に計

上しております。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定評価または

それに準ずる方法により評価して

おります。

 ※５．固定資産除却損 ─────── 　当社グループが借地上に所有し

ていた賃貸物件を解体するために

要した費用であります。

　なお、当該物件の帳簿価額につ

いては、前連結会計年度に減損損

失を計上し、備忘価額まで減額し

ておりましたので、当中間連結会

計期間への影響は軽微であります。

───────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式　     

 　　普通株式　 15,324,819 ― ― 15,324,819

　　　　　合計 15,324,819 ― ― 15,324,819

自己株式　     

 　　普通株式(注)　 1,391,481 7,035 ― 1,398,516

　　　　　合計　 1,391,481 7,035 ― 1,398,516

 （注）普通株式の自己株式の増加株式数7,035株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

  

 ２．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類 
配当金の総額　

（百万円）

１株当たり　

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会　
 普通株式　 209 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 
 
 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式　     

 　　普通株式　 15,324,819 ― ― 15,324,819

　　　　　合計 15,324,819 ― ― 15,324,819

自己株式　     

 　　普通株式(注)　 1,408,648 8,150 1,343 1,415,455

　　　　　合計　 1,408,648 8,150 1,343 1,415,455

 （注）普通株式の自己株式の増減株式数は全て単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。

  

 ２．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類 
配当金の総額　

（百万円）

１株当たり　

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会　
 普通株式　 208 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末株

式数（株）

発行済株式　     

 　　普通株式　 15,324,819 ― ― 15,324,819

　　　　　合計 15,324,819 ― ― 15,324,819

自己株式　     

 　　普通株式(注)　 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

　　　　　合計　 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

 （注）普通株式の自己株式の増減株式数は全て単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。

  

 ２．配当に関する事項

　　(1)配当金支払額

(決議) 株式の種類 
配当金の総額　

（百万円）

１株当たり　

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会　
 普通株式　 209 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議) 株式の種類 
配当金の総額

　（百万円）
配当の資源

１株当たり　

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月28

日定時株主総会

　

 普通株式　 208  利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中

間期末(期末)残高と中間

連結(連結)貸借対照表に

掲記されている科目の金

額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定  2,183百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△25百万円

現金及び現金同等物   2,158百万円

現金及び預金勘定 2,252百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△15百万円

現金及び現金同等物   2,237百万円

現金及び預金勘定  2,242百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△25百万円

現金及び現金同等物    2,417百万円
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

308 127 180

器具及
び備品

145 58 86

合計 453 186 267

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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

301 144 157

器具及
び備品

167 60 107

合計 468 204 264

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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

300 138 162

器具及
び備品

127 48 79

合計 428 186 241

　なお、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 　なお、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

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料中間期末残高相当

額

    未経過リース料中間期末残高相当

額

    未経過リース料期末残高相当額

１年内     61百万円

１年超    205百万円

合計    267百万円

１年内    65百万円

１年超    199百万円

合計    264百万円

１年内   57百万円

１年超   184百万円

合計  241百万円

　なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。

同左 　なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、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、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

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、減価償却費相当額及

び減損損失

支払リース料     34百万円

減価償却費相当額     34百万円

支払リース料     33百万円

減価償却費相当額     33百万円

支払リース料    67百万円

減価償却費相当額   67百万円

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

 　（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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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの　

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 86 86 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 86 86 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得価額（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 2,392 5,067 2,674

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 653 666 13

合計 3,046 5,734 2,688

　（注）　１．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について139百万円減損処理を行っており

ます。

なお、減損処理を行なうに際して、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは、個別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を

総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

２．（3）その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。

他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　554百万円、時価　521百万円、評価損計上額　△32百万円

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式 197

その他 180

－ 23 －

㈱大水　（7538）　平成20年3月期中間決算短信



（当中間連結会計期間末）

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの　

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 77 77 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 77 77 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

取得価額（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 2,628 4,053 1,424

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 286 335 49

合計 2,915 4,389 1,474

　（注）　１．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について32百万円減損処理を行っており

ます。

なお、減損処理を行なうに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したもの

は、個別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しており

ます。

２．２．その他有価証券で時価のあるもの（3）その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれておりま

す。

他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　192百万円、時価　193百万円、評価益計上額　1百万円

　　当中間連結会計期間末の時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式 192

その他 160
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（前連結会計年度末）

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 78 78 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 78 78 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

取得価額（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,593 4,813 2,220

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 286 329 43

合計 2,879 5,143 2,263

　（注）　１．当連結会計年度において、株式169百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理を行うに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは

個別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

２．２．その他有価証券で時価のあるもの（3）その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれておりま

す。

他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　200百万円、時価　192百万円、評価損計上額　△7百万円

　　当期末の時価は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場外国債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式 192

その他 170
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（デリバティブ取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．取引の状況に関する事項 　(1) 取引の内容及び利用目的

　当社は、外貨建取引による為

替相場変動リスクを回避する目

的の為替予約取引を利用してお

ります。また、余剰資金の運用

を目的として、他社株転換社債

等のデリバティブを組み込んだ

複合金融商品を利用しておりま

す。

　(1) 取引の内容及び利用目的

同左

　(1) 取引の内容及び利用目的

同左

　(2) 取引に対する取組方針

　当社が利用する為替予約取引

については実需の範囲内でしか

行わない方針であります。また、

複合金融商品については、その

特性を評価し、安全性が高いと

判断された複合金融商品のみを

利用しております。

　(2) 取引に対する取組方針

同左

　(2) 取引に対する取組方針

同左

　(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引については為替

相場変動リスクを有しておりま

す。また、当社が保有している

複合金融商品については、対象

株式等の時価の下落により株式

で償還されることにより元本の

一部が毀損し、額面金額で償還

されないリスクがあります。な

お、為替予約取引につきまして

は、信用度の高い国内金融機関、

商社を通じて予約取引を行って

おり、また、複合金融商品につ

きましても、信用度の高い国内

金融機関と取引を行っているた

め、相手先の契約不履行による

リスクは殆どないものと判断し

ております。

　(3）取引に係るリスクの内容

同左

　(3）取引に係るリスクの内容

同左

　(4）取引に係るリスク管理体制

　当社が行う為替予約取引につ

いては「経理規程」及び「輸出

入取引に伴う外国為替管理規

程」に基づき、該当部署が実需

の範囲内で個別に実施し、全体

のポジションは経理部が管理し

ております。また、複合金融商

品につきましては、取締役会決

議等に従い、適切な承認のもと

に実行され、取引の状況及び結

果については、経理部が把握し

ております。

　(4）取引に係るリスク管理体制

同左

　(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項 　複合金融商品の組込デリバティ

ブの契約額及び評価損益は「（有

価証券関係）２．その他有価証券

で時価のあるもの」の注書にて開

示しております。

同左 同左
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（企業結合関係）

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．結合当事企業又は対象と

なった事業の名称及びその

事業の内容、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取

引の概要

───── ───── 　(1）結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

　①結合企業

名称 丸魚水産㈱

(当時の子会社)

事業の内容 水産物販売事業等

　②被結合企業

名称 ㈱ベンガル

(当社及び丸魚食

品㈱の子会社)

事業の内容 水産物販売事業等

　(2) 企業結合の法的形式

丸魚食品㈱を存続会社、㈱ベン

ガルを消滅会社とする吸収合併

であります。なお、合併による

新株式の発行及び資本金の増加

はありません。

　(3）結合企業の名称

丸魚食品㈱

　(4）取引の目的を含む取引の概要

商品の仕入・保管管理・加工・

販売・仕分配送業務まで一元管

理を行い、品質管理の強化と効

率化を図るため、両社を合併い

たしました。

２．実施した会計処理の概要 ───── ───── 当社及び吸収合併による存続会

社は消滅会社から受け入れた資

産と負債の差額と、当社及び吸

収合併存続会社が合併直前に保

有していた吸収合併消滅会社持

分（当社11％、合併存続会社

89％）の帳簿価額との差額を特

別損失に「抱合せ株式消滅差

損」として222百万円計上して

おりますが、貸倒引当金として

一部損失を見込んでおりました

ので、当期の業績への影響は22

百万円(税金等調整前当期純損

失が同額増加）であります。

（セグメント情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１. 事業の種類別セグメント情

報

　水産物販売事業の連結売上高、営

業利益及び資産は、いずれも全セグ

メントに占める割合が90％超である

ため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

同左 同左

２. 所在地別セグメント情報 　本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社がないため該当事項はあ

りません。

同左 同左

３. 海外売上高 　海外売上高は、連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載

を省略しております。

同左 同左
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 736円50銭

１株当たり中間純利益

金額
4円18銭

１株当たり純資産額 649円73銭

１株当たり中間純利益

金額
6円30銭

１株当たり純資産額    692円36銭

１株当たり当期純損失

金額
  20円97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

ないため、記載しておりません。

同左 　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

ないため、記載しておりません。

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

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間純利益又は当期純損失（△）

　　　　　　　　　　　　（百万円）
58 87 △292

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は当期純損

失（△）　　　　　　　　（百万円）
58 87 △292

期中平均株式数（千株） 13,930 13,914 13,926

　（注）　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） － 9,037 9,634

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ － －

（うち少数株主持分） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
－ 9,037 9,634

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千

株）

－ 13,909 13,916

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（その他）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,905 1,929 2,152

２．受取手形 ※８ 203 173 154

３．売掛金 18,760 15,349 17,029

４．たな卸資産 5,068 4,266 3,475

５．繰延税金資産 234 187 302

６．その他 ※2.7 1,651 1,040 927

７．貸倒引当金 △425 △466 △789

流動資産合計 27,397 69.0 22,480 66.8 △4,917 23,253 66.9

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(1)土地 3,133 3,125 3,127

(2)その他 ※1.3 857 828 821

計 3,991 3,954 3,948

２.無形固定資産 70 54 46

３.投資その他の資
産

(1)投資有価証券 ※2.6 5,268 4,363 5,127

(2)破産・更生等
債権 981 996 980

(3)長期化債権 ※４ 812 1,184 825

(4)繰延税金資産 1,236 1,771 1,311

(5)その他 2,001 1,885 1,775

(6)貸倒引当金 △2,053 △3,034 △2,519

計 8,246 7,166 7,499

固定資産合計 12,308 31.0 11,175 33.2 △1,133 11,495 33.1

資産合計 39,706 100.0 33,655 100.0 △6,050 34,748 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 52 50 88

２．受託販売未払
金 459 360 475

３．買掛金 13,999 9,301 9,169

４．短期借入金 9,200 9,500 9,900

５．未払法人税等 18 89 ―

６．賞与引当金 238 201 214

７．役員賞与引当
金 22 ― ―

８．その他 ※７ 543 575 575

流動負債合計 24,534 61.8 20,078 59.7 △4,456 20,423 58.8

Ⅱ　固定負債

１．再評価に係る
繰延税金負債 438 438 438

２．退職給付引当
金 3,154 3,149 3,198

３．役員退職慰労
引当金 554 510 574

４．その他 384 380 375

固定負債合計 4,532 11.4 4,479 13.3 △52 4,586 13.2

負債合計 29,066 73.2 24,558 73.0 △4,508 25,009 72.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１.資本金  2,352 5.9 2,352 7.0 ― 2,352 6.8

２.資本剰余金  

(1）資本準備金 2,012 2,012 2,012

(2）その他資本剰
余金

― 0 0

資本剰余金合計 2,012 5.1 2,012 6.0 0 2,012 5.7

３.利益剰余金  

(1）利益準備金 340 340 340

(2）その他利益剰
余金

別途積立金 5,685 5,685 5,685

繰越利益剰余
金

464 △418 △224

利益剰余金合計  6,490 16.3 5,606 16.6 △883 5,801 16.7

４.自己株式  △657 △1.6 △666 △2.0 △8 △663 △1.9

株主資本合計  10,197 25.7 9,305 27.6 △891 9,503 27.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

１.その他有価証券
評価差額金 1,477 3.7 827 2.5 △649 1,270 3.7

２.土地再評価差額
金

△1,035 △2.6 △1,035 △3.1 ― △1,035 △3.0

評価・換算差額
等合計 442 1.1 △207 △0.6 △649 235 0.7

純資産合計 10,639 26.8 9,097 27.0 △1,541 9,738 28.0

負債純資産合計 39,706 100.0 33,655 100.0 △6,050 34,748 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 92,213 100.0 82,196 100.0 △10,016 190,961 100.0

Ⅱ　売上原価 88,879 96.4 78,997 96.1 △9,882 183,941 96.3

売上総利益 3,333 3.6 3,199 3.9 △134 7,020 3.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

3,189 3.4 3,029 3.7 △159 6,179 3.2

営業利益 144 0.2 170 0.2 25 840 0.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 191 0.2 191 0.2 0 349 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 148 0.2 120 0.1 △27 241 0.1

経常利益 187 0.2 241 0.3 53 947 0.5

Ⅵ  特別利益
※

3.5.6 114 0.1 68 0.1 △46 128 0.1

Ⅶ　特別損失
※

4.7.8
283 0.3 257 0.3 △26 1,537 0.8

税引前中間純
利益又は税引
前当期純損失
（△）

18 0.0 52 0.1 33 △461 △0.2

法人税、住民
税及び事業税 15 80 226

法人税等調整
額

△7 8 0.0 △42 38 0.1 30 △9 217 0.1

中間純利益又
は当期純損失
（△）

10 0.0 14 0.0 3 △678 △0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成18年３月31日残高

（百万円）
2,352 2,012 2,012 340 5,385 1,027 6,753 △654 10,464

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）     300 △300   ―

剰余金の配当（注）      △209 △209  △209

役員賞与（注）      △40 △40  △40

中間純利益      10 10  10

土地再評価差額金の取崩し      △24 △24  △24

自己株式の取得        △3 △3

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

（百万円）
― ― ― ― 300 △563 △263 △3 △266

平成18年９月30日残高

（百万円）
2,352 2,012 2,012 340 5,685 464 6,490 △657 10,197

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高

（百万円）
1,837 △1,059 777 11,241

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）    ―

剰余金の配当（注）    △209

役員賞与（注）    △40

中間純利益    10

土地再評価差額金の取崩し    △24

自己株式の取得    △3

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△359 24 △335 △335

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△359 24 △335 △602

平成18年９月30日残高

（百万円）
1,477 △1,035 442 10,639

　（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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

その他資

本剰余金 

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
別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成19年３月31日残高

（百万円）
2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △224 5,801 △663 9,503

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △208 △208  △208

中間純利益       14 14  14

自己株式の取得         △3 △3

自己株式の売却   0 0     0 0

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

（百万円）
― ― 0 0 ― ― △194 △194 △3 △197

平成19年９月30日残高

（百万円）
2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △418 5,606 △666 9,305

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,270 △1,035 235 9,738

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △208

中間純利益    14

自己株式の取得    △3

自己株式の売却    0

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△443  △443 △443

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△443 ― △443 △640

平成19年９月30日残高

（百万円）
827 △1,035 △207 9,097
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

その他資本

剰余金

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
別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成18年３月31日残高

（百万円）
2,352 2,012 ― 2,012 340 5,385 1,027 6,753 △654 10,464

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て

（注）
     300 △300 ―  ―

剰余金の配当（注）       △209 △209  △209

役員賞与（注）       △40 △40  △40

当期純損失       △678 △678  △678

土地再評価差額金の取崩

し
      △24 △24  △24

自己株式の取得         △9 △9

自己株式の売却   0 0     0 0

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

（百万円）
― ― 0 0 ― 300 △1,251 △951 △8 △960

平成19年３月31日残高

（百万円）
2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △224 5,801 △663 9,503

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高

（百万円）
1,837 △1,059 777 11,241

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て

（注）
   ―

剰余金の配当（注）    △209

役員賞与（注）    △40

当期純損失    △678

土地再評価差額金の取崩

し
   △24

自己株式の取得    △9

自己株式の売却    0

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△566 24 △542 △542

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△566 24 △542 △1,503

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,270 △1,035 235 9,738

　（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

償却原価法

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

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

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。

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することができ

ない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価

し、評価差額を当中間会計期

間の損益に計上しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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。

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することができ

ない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価

し、評価差額を当期の損益に

計上しております。

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

個別法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物及び構築物 17～47年

機械装置及び運搬具

４～13年

器具及び備品 ５～15年

 

 ─────  （会計方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月1日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

─────

─────  （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却に含めて計上しております。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）無形固定資産

　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

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額基準により計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

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。

　これにより当中間会計期間の営

業利益、経常利益及び税引前中間

純利益がそれぞれ22百万円減少し

ております。

(3）役員賞与引当金

─────

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度における支給見込額を

計上しております。　　　　

 
（会計方針の変更）　

当事業年度より、「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。

　これによる当期業績への影響は

ありません。

 

(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。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により按分した額を費用

処理しております。

(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。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により按分した額を費用

処理しております。

(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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

 

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により按分した額を費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

　また、執行役員の退職金の支給

に備えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を合わせて計上して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分

した額を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。

(5）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。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理を採

用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  … 為替予約

ヘッジ対象  … 外貨建金銭

債権債務及

び予定取引

同左 同左

(3）ヘッジ方針

  当社は主に内規である「経理規

定」及び「輸出入取引に伴う外国

為替管理規程」に基づき、外貨建

取引について、該当部署が実需の

範囲内で個別に為替予約を実施し、

全体のポジションは経理部が管理

し、金利変動リスク、為替変動リ

スクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資

産・負債等に関する重要な条件が

同一であり、有効性がおおむね

100％であることが明らかである

ため、有効性の判定は省略してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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

同左

消費税等の会計処理

同左

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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、10,639百万円であります。

　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。

───── 　当事業年度より、「貸借対照表の

純資産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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、9,738百万円であります。

　なお、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、財務

諸表等規則の改正に伴い、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）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

       557百万円      592百万円        589百万円

※２．担保資産 　有価証券（流動資産「その他」に

含む）17百万円、投資有価証券66百

万円は、預託保証金として差入れて

おります。

　有価証券（流動資産「その他」に

含む）21百万円、投資有価証券55百

万円は、預託保証金として差入れて

おります。

　有価証券（流動資産「その他」に

含む）21百万円、投資有価証券55百

万円は、預託保証金として差入れて

おります。

※３．国庫補助金等による固

定資産圧縮記帳額

建物  5百万円

構築物   15百万円

機械及び装置   44百万円

計   66百万円

建物 11百万円

構築物   20百万円

機械及び装置   82百万円

計  114百万円

建物 12百万円

構築物   21百万円

機械及び装置   90百万円

計  123百万円

※４．長期化債権 　回収の遅延している売上債権であ

ります。

同左 同左

　５．偶発債務

銀行借入保証 大阪東部冷蔵㈱  298百万円 大阪東部冷蔵㈱  256百万円 大阪東部冷蔵㈱  277百万円

※６．投資有価証券の消費貸

借契約

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券31

百万円が含まれております。

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券

408百万円が含まれております。

　「投資有価証券」には消費貸借契

約により貸し付けている有価証券27

百万円が含まれております。

※７．消費税等の取扱い 　仮払消費税等と仮受消費税等とを

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

　仮払消費税等と仮受消費税等とを

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。

─────

※８．中間期末日満期手形 　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間末日

は金融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形が中間期末日

残高に含まれております。

受取手形  59百万円

　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間末日

は金融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形が中間期末日

残高に含まれております。

受取手形 50百万円

　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。

受取手形  52百万円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要

なもの

受取利息       48百万円

受取配当金       41百万円

賃貸料       66百万円

受取利息     36百万円

受取配当金       43百万円

賃貸料       65百万円

天然ガス売上高       28百万円

受取利息     91百万円

受取配当金       54百万円

賃貸料      142百万円

※２．営業外費用のうち主要

なもの

支払利息     33百万円

有価証券評価損   32百万円

賃貸費用    39百万円

有価証券売却損    34百万円

支払利息    55百万円

有価証券売却損  3百万円

賃貸費用    37百万円

天然ガス売上原価    19百万円

支払利息    88百万円

有価証券評価損    7百万円

賃貸費用    76百万円

有価証券売却損    52百万円

※３．特別利益のうち主要な

もの

固定資産売却益   46百万円

訴訟和解金  61百万円

投資有価証券売却益  ６百万円

受取損害賠償金   68百万円 固定資産売却益   46百万円

訴訟和解金    61百万円

投資有価証券売却益     20百万円

※４．特別損失のうち主要な

もの

投資有価証券評価損   139百万円

貸倒引当金繰入額   58百万円

社員寮解体費用   81百万円

関係会社株式評価損  3百万円

投資有価証券評価損    32百万円

貸倒引当金繰入額   192百万円

固定資産除去損   30百万円

減損損失  1百万円

投資有価証券評価損  161百万円

貸倒引当金繰入額  891百万円

関係会社株式評価損  188百万円

社員寮解体費用   81百万円

減損損失   43百万円
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※５．固定資産売却益 　固定資産売却益の内訳は、次のと

おりであります。

土地 46百万円

─────── 　内訳は次のとおりであります。

 
土地 46百万円

 

 ※６．受取損害賠償金

─────── 　当中間会計期間において当社が所

有する賃貸物件にて賃借人の過失に

より失火し、損害賠償金として受取

りした金額から建物等の帳簿価額19

百万円と焼失物件解体費用５百万円

を控除した金額であります。

───────

※７．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

損失を計上しております。

場所 用途 種類

減損
損失
(百万
円)

兵庫県
篠山市

遊休資
産 

土地 1

　当社は、事業用資産について事

業を基礎とし、賃貸用資産及び遊

休資産については個別物件単位で

グルーピングをしております。

　上記の遊休資産については、帳

簿価額に対して著しく時価が下落

しており、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（１百万円）として特別損失

に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定評価に準ず

る方法により評価しております。

　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

失を計上しております。

場所 用途 種類

減損
損失
(百万
円)

北海道
釧路市 

遊休資
産 

土地 4

兵庫県
篠山市

遊休資
産 

土地 1

京都市
下京区 

賃貸物
件

借地権
建物等

23

兵庫県
西宮市 

賃貸物
件

借地権 14

　当社は、事業用資産について事

業を基礎とし、賃貸用資産及び遊

休資産については個別物件単位で

グルーピングをしております。

　上記の資産グループのうち、遊

休資産については、帳簿価額に対

して著しく時価が下落しており、

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、賃貸物件については賃貸先の

退出等により回収可能性が低下し

たため、帳簿価額を備忘価額まで

減額し、当該減少額を減損損失

（43百万円）として特別損失に計

上しております。

　なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定評価または

それに準ずる方法により評価して

おります。

※８．固定資産除去損 ─────── 　当社が借地上に所有していた賃貸

物件を解体するために要した費用で

あります。

　なお、当該物件の帳簿価額につい

ては、前事業年度に減損損失を計上

し、備忘価額まで減額しておりまし

たので、当中間会計期間への影響は

軽微であります。

───────

　９．減価償却実施額 有形固定資産   28百万円

無形固定資産   3百万円

有形固定資産   34百万円

無形固定資産  2百万円

有形固定資産     63百万円

無形固定資産     5百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（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

 
前会計年度末株式数

（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）　 1,391,481 7,035 ― 1,398,516

 　　　　　合計 1,391,481 7,035 ― 1,398,516

 （注）普通株式の自己株式の増加株式数7,035株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 
 
 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前会計年度末株式数

（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）　 1,408,648 8,150 1,343 1,415,455

 　　　　　合計 1,408,648 8,150 1,343 1,415,455

 （注）普通株式の自己株式の増減株式数は全て単元未満株式の買取りに及び売渡しによるものであります。

 
 
 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 　　普通株式（注）　 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

 　　　　　合計 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

 （注）普通株式の自己株式の増減株式数は全て単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

236 94 141

器具及
び備品

98 25 72

合計 334 120 214

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

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

235 111 123

器具及
び備品

142 42 100

合計 378 154 224

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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

239 109 130

器具及
び備品

103 32 70

合計 342 141 200

　なお、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その割

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 　なお、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

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

 　 未経過リース料中間期末残高相当

額

 　 未経過リース料中間期末残高相当

額

 　 未経過リース料期末残高相当額

１年内  40百万円

１年超  173百万円

合計   214百万円

１年内    48百万円

１年超  175百万円

合計   224百万円

１年内    40百万円

１年超  160百万円

合計    200百万円

　なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。

同左 　なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、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、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

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、減価償却費相当額及

び減損損失

支払リース料     21百万円

減価償却費相当額   21百万円

支払リース料     23百万円

減価償却費相当額  23百万円

支払リース料     43百万円

減価償却費相当額     43百万円

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

 　（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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（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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

６．その他
　該当事項はありません。
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