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上 場 会 社 名        ハウス食品株式会社                      上場取引所    東・大 
コ ー ド 番 号        ２８１０                                    本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ  http://housefoohttp://housefoohttp://housefoohttp://housefoods.jp/ds.jp/ds.jp/ds.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 小瀬 昉 
問合せ先責任者 役職名 執行役員総務部長 氏名 加藤 智一  ＴＥＬ （０６）６７８８－１２１４ 
決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 14 日                配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)    
 
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 
(1) 経営成績                             （単位：百万円未満四捨五入） 
 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 
17 年 9 月中間期 

83,164    3.0 
80,766    0.9 

3,133     37.0 
2,287   △21.3 

3,812        26.4 
3,017   △16.0 

18 年 3 月期 162,375    2.6 6,173     7.5 7,354     6.3 
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

2,578        49.0 
1,730   △31.7 

23    48 
15  76 

18 年 3 月期 3,832    △9.8 34  21 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期 109,785,235株 17年9月中間期 109,790,607株 18年3月期 109,789,245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 
17 年 9 月中間期 

     213,036  
206,993   

175,884   
172,139   

82.6  
83.2  

1,602      09 
1,567   91 

18 年 3 月期 212,526   177,299   83.4  1,614   25 
 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期   109,784,096株  17年9月中間期  109,789,141株    18年3月期 109,786,719株 

②期末自己株式数  18年9月中間期     1,094,638株  17年9月中間期   1,089,593株   18年3月期  1,092,015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 168,000   8,500   5,300   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 48 円 28 銭 
    営業利益 7,200 百万円 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円）  
 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 ― 22.00  22.00  
19 年 3 月期（実績） ― ―  
19 年 3 月期（予想） ― 22.00  22.00  
 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。
実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関す
る事項は、添付資料の連－11ページをご参照下さい。 
 
 



個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等     

１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

　　　　

 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 《《《《 69,53269,53269,53269,532 》》》》 《《《《 84,56784,56784,56784,567 》》》》 《《《《△△△△ 15,03515,03515,03515,035 》》》》 《《《《 86,76486,76486,76486,764 》》》》

　　　　 現現現現 金金金金 ・・・・ 預預預預 金金金金 18,62718,62718,62718,627 39,67439,67439,67439,674 △△△△ 21,04821,04821,04821,048 38,93138,93138,93138,931

　　　　 受受受受 取取取取 手手手手 形形形形 36363636 40404040 △△△△ 4444 35353535

　　　　 売売売売 掛掛掛掛 金金金金 35,19035,19035,19035,190 30,25130,25130,25130,251 4,9394,9394,9394,939 33,93633,93633,93633,936

　　　　 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 2,9082,9082,9082,908 1,9171,9171,9171,917 990990990990 1,0041,0041,0041,004

　　　　 製製製製 商商商商 品品品品 6,2016,2016,2016,201 6,2866,2866,2866,286 △△△△ 85858585 6,3206,3206,3206,320

　　　　 原原原原 材材材材 料料料料 1,4831,4831,4831,483 1,5681,5681,5681,568 △△△△ 85858585 1,4881,4881,4881,488

　　　　 仕仕仕仕 掛掛掛掛 品品品品 505505505505 540540540540 △△△△ 35353535 531531531531

　　　　 貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品 633633633633 676676676676 △△△△ 43434343 664664664664

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 1,9331,9331,9331,933 1,7311,7311,7311,731 202202202202 1,8751,8751,8751,875

　　　　 そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 資資資資 産産産産 2,0242,0242,0242,024 1,8841,8841,8841,884 140140140140 1,9811,9811,9811,981

　　　　 貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 △△△△ 8888 △△△△ 1111 △△△△ 7777 △△△△ 1111

 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 《《《《 143,504143,504143,504143,504 》》》》 《《《《 127,959127,959127,959127,959 》》》》 《《《《 15,54515,54515,54515,545 》》》》 《《《《 120,229120,229120,229120,229 》》》》

有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 （（（（ 44,83344,83344,83344,833 ）））） （（（（ 45,74345,74345,74345,743 ）））） （（（（△△△△ 910910910910 ）））） （（（（ 45,57645,57645,57645,576 ））））

建建建建 物物物物 14,92814,92814,92814,928 15,33015,33015,33015,330 △△△△ 402402402402 15,57915,57915,57915,579

構構構構 築築築築 物物物物 966966966966 1,0241,0241,0241,024 △△△△ 58585858 1,0921,0921,0921,092

機機機機 械械械械 装装装装 置置置置 10,02510,02510,02510,025 10,47210,47210,47210,472 △△△△ 446446446446 9,9399,9399,9399,939

車車車車 両両両両 運運運運 搬搬搬搬 具具具具 97979797 94949494 2222 78787878

工工工工 具具具具 器器器器 具具具具 備備備備 品品品品 721721721721 748748748748 △△△△ 27272727 747747747747

土土土土 地地地地 17,89317,89317,89317,893 17,98817,98817,98817,988 △△△△ 96969696 17,99517,99517,99517,995

建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定 204204204204 87878787 117117117117 146146146146

無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産 （（（（ 1,6041,6041,6041,604 ）））） （（（（ 1,0481,0481,0481,048 ）））） （（（（ 556556556556 ）））） （（（（ 932932932932 ））））

電電電電 話話話話 加加加加 入入入入 権権権権 45454545 45454545 △△△△ 0000 45454545

ソソソソ フフフフ トトトト ウウウウ ェェェェ アアアア 827827827827 580580580580 247247247247 620620620620

ソソソソフフフフトトトトウウウウェェェェアアアア仮仮仮仮勘勘勘勘定定定定 714714714714 403403403403 311311311311 245245245245
そそそそ のののの 他他他他 のののの 無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 18181818 19191919 △△△△ 1111 22222222

投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産 （（（（ 97,06797,06797,06797,067 ）））） （（（（ 81,16881,16881,16881,168 ）））） （（（（ 15,89915,89915,89915,899 ）））） （（（（ 73,72173,72173,72173,721 ））））

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 58,02158,02158,02158,021 62,96162,96162,96162,961 △△△△ 4,9404,9404,9404,940 55,57155,57155,57155,571

関関関関 係係係係 会会会会 社社社社 株株株株 式式式式 30,44630,44630,44630,446 10,64410,64410,64410,644 19,80219,80219,80219,802 10,64410,64410,64410,644

出出出出 資資資資 金金金金 985985985985 908908908908 77777777 1,2161,2161,2161,216

長長長長 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 3,5283,5283,5283,528 3,0623,0623,0623,062 465465465465 2,6262,6262,6262,626

差差差差 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金 1,2001,2001,2001,200 1,1901,1901,1901,190 10101010 1,3581,3581,3581,358

長長長長 期期期期 前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 12121212 14141414 △△△△ 2222 6666

長長長長 期期期期 定定定定 期期期期 預預預預 金金金金 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 －－－－ 2,5002,5002,5002,500

前前前前 払払払払 年年年年 金金金金 費費費費 用用用用 462462462462 －－－－ 462462462462 －－－－

そそそそ のののの 他他他他 のののの 投投投投 資資資資 等等等等 69696969 69696969 －－－－ 69696969

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 △△△△ 155155155155 △△△△ 180180180180 25252525 △△△△ 269269269269

213,036213,036213,036213,036 212,526212,526212,526212,526 510510510510 206,993206,993206,993206,993

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目

資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部

当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末 前事業年度末前事業年度末前事業年度末前事業年度末
（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）

前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末
（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）

増減額増減額増減額増減額

資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計

単-2単-2単-2単-2



（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

　　　　

 流   動   負   債 流   動   負   債 流   動   負   債 流   動   負   債 《《《《 32,11732,11732,11732,117 》》》》 《《《《 29,50729,50729,50729,507 》》》》 《《《《 2,6102,6102,6102,610 》》》》 《《《《 30,92630,92630,92630,926 》》》》

　　　　 支支支支 払払払払 手手手手 形形形形 2,6942,6942,6942,694 3,0023,0023,0023,002 △△△△ 308308308308 3,3583,3583,3583,358

　　　　 買買買買 掛掛掛掛 金金金金 12,99812,99812,99812,998 11,48211,48211,48211,482 1,5161,5161,5161,516 12,40112,40112,40112,401

　　　　 未未未未 払払払払 金金金金 12,56512,56512,56512,565 11,29211,29211,29211,292 1,2731,2731,2731,273 12,08512,08512,08512,085

　　　　 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 1,2281,2281,2281,228 1,5231,5231,5231,523 △△△△ 295295295295 702702702702

　　　　 未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 2,1482,1482,1482,148 1,8661,8661,8661,866 282282282282 2,1472,1472,1472,147

　　　　 預預預預 りりりり 金金金金 116116116116 112112112112 4444 94949494

　　　　 役役役役 員員員員 賞賞賞賞 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金 30303030 －－－－ 30303030 －－－－

　　　　 そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 負負負負 債債債債 338338338338 231231231231 108108108108 141141141141

 固   定   負   債 固   定   負   債 固   定   負   債 固   定   負   債 《《《《 5,0345,0345,0345,034 》》》》 《《《《 5,7205,7205,7205,720 》》》》 《《《《△△△△ 685685685685 》》》》 《《《《 3,9283,9283,9283,928 》》》》

退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 －－－－ 431431431431 △△△△ 431431431431 900900900900
役役役役 員員員員 退退退退 職職職職 慰慰慰慰 労労労労 引引引引 当当当当 金金金金 －－－－ 1,0061,0061,0061,006 △△△△ 1,0061,0061,0061,006 1,0291,0291,0291,029

長長長長 期期期期 未未未未 払払払払 金金金金 840840840840 －－－－ 840840840840 －－－－

預預預預 りりりり 保保保保 証証証証 金金金金 263263263263 220220220220 44444444 220220220220

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 負負負負 債債債債 3,9313,9313,9313,931 4,0634,0634,0634,063 △△△△ 132132132132 1,7801,7801,7801,780

37,15137,15137,15137,151 35,22735,22735,22735,227 1,9251,9251,9251,925 34,85434,85434,85434,854

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,81523,81523,81523,815 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,81523,81523,81523,815 》》》》

－－－－ 23,81523,81523,81523,815 －－－－ 23,81523,81523,81523,815

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 134,691134,691134,691134,691 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 132,589132,589132,589132,589 》》》》

－－－－ 2,4872,4872,4872,487 －－－－ 2,4872,4872,4872,487

別別別別 途途途途 積積積積 立立立立 金金金金 －－－－ 126,900126,900126,900126,900 －－－－ 126,900126,900126,900126,900

－－－－ 5,3045,3045,3045,304 －－－－ 3,2023,2023,2023,202

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 10,13510,13510,13510,135 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 7,0737,0737,0737,073 》》》》

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《△△△△ 1,2911,2911,2911,291 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《△△△△ 1,2871,2871,2871,287 》》》》

－－－－ 177,299177,299177,299177,299 －－－－ 172,139172,139172,139172,139

－－－－ 212,526212,526212,526212,526 －－－－ 206,993206,993206,993206,993

 株　主　資　本 株　主　資　本 株　主　資　本 株　主　資　本 《《《《 167,246167,246167,246167,246 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

（（（（ 9,9489,9489,9489,948 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

    （（（（ 23,81523,81523,81523,815 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

23,81523,81523,81523,815 －－－－ －－－－ －－－－

    利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金 （（（（ 134,778134,778134,778134,778 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

2,4872,4872,4872,487 －－－－ －－－－ －－－－

132,290132,290132,290132,290 －－－－ －－－－ －－－－

別別別別 途途途途 積積積積 立立立立 金金金金 127,900127,900127,900127,900 －－－－ －－－－ －－－－

繰繰繰繰 越越越越 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金 4,3904,3904,3904,390 －－－－ －－－－ －－－－

（（（（△△△△ 1,2961,2961,2961,296 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

 評価・換算差額等 評価・換算差額等 評価・換算差額等 評価・換算差額等 《《《《 8,6398,6398,6398,639 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

（（（（ 8,6398,6398,6398,639 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

175,884175,884175,884175,884 －－－－ －－－－ －－－－

213,036213,036213,036213,036 －－－－ －－－－ －－－－

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目

負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部

前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末
（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）

前事業年度末前事業年度末前事業年度末前事業年度末
（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在） （Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）
当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末

負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計

純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計

負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計

資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部

資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

資資資資 本本本本 準準準準 備備備備 金金金金

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

そそそそ のののの 他他他他 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計

純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部

増減額増減額増減額増減額

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

そそそそのののの他他他他有有有有価価価価証証証証券券券券評評評評価価価価差差差差額額額額金金金金

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

資資資資 本本本本 準準準準 備備備備 金金金金

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

任任任任 意意意意 積積積積 立立立立 金金金金

中中中中間間間間（（（（当当当当期期期期））））未未未未処処処処分分分分利利利利益益益益

そそそそのののの他他他他有有有有価価価価証証証証券券券券評評評評価価価価差差差差額額額額金金金金
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２．中間損益計算書２．中間損益計算書２．中間損益計算書２．中間損益計算書 　　　　
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円） 　　　　

　　　　

　　　　　　　　

83,16483,16483,16483,164 80,76680,76680,76680,766 2,3982,3982,3982,398 162,375162,375162,375162,375

38,17938,17938,17938,179 37,94937,94937,94937,949 229229229229 76,01676,01676,01676,016

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 44,98544,98544,98544,985 42,81742,81742,81742,817 2,1682,1682,1682,168 86,36086,36086,36086,360

販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費 41,85241,85241,85241,852 40,53040,53040,53040,530 1,3221,3221,3221,322 80,18780,18780,18780,187

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 3,1333,1333,1333,133 2,2872,2872,2872,287 846846846846 6,1736,1736,1736,173

営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益

568568568568 556556556556 12121212 1,0051,0051,0051,005

207207207207 206206206206 1111 412412412412

71717171 112112112112 △△△△ 42424242 256256256256

4444 4444 0000 6666

58585858 70707070 △△△△ 13131313 135135135135

105105105105 70707070 35353535 350350350350

3,8123,8123,8123,812 3,0173,0173,0173,017 795795795795 7,3547,3547,3547,354

780780780780 0000 779779779779 41414141

26262626 3333 23232323 6666

244244244244 0000 244244244244 28282828

－－－－ 1111 △△△△ 1111 2222

120120120120 198198198198 △△△△ 78787878 270270270270

360360360360 1111 359359359359 4444

2222 11111111 △△△△ 9999 11111111

－－－－ －－－－ －－－－ 326326326326

－－－－ －－－－ －－－－ 218218218218

1111 22222222 △△△△ 21212121 26262626

4,3784,3784,3784,378 2,7892,7892,7892,789 1,5891,5891,5891,589 6,5766,5766,5766,576

1,1091,1091,1091,109 611611611611 498498498498 1,9681,9681,9681,968

692692692692 448448448448 243243243243 776776776776

2,5782,5782,5782,578 1,7301,7301,7301,730 848848848848 3,8323,8323,8323,832

－－－－ 1,4721,4721,4721,472 －－－－ 1,4721,4721,4721,472

－－－－ 3,2023,2023,2023,202 －－－－ 5,3045,3045,3045,304

そそそそ のののの 他他他他

支支支支 払払払払 利利利利 息息息息

当中間会計期間当中間会計期間当中間会計期間当中間会計期間

（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）

賃賃賃賃 貸貸貸貸 物物物物 件件件件 収収収収 益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 ・・・・ 配配配配 当当当当 金金金金

　　　科                    目　　　科                    目　　　科                    目　　　科                    目 増減額増減額増減額増減額 前事業年度前事業年度前事業年度前事業年度

（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）

前中間会計期間前中間会計期間前中間会計期間前中間会計期間

（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 戻戻戻戻 入入入入

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 売売売売 却却却却 益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 費費費費 用用用用

賃賃賃賃 貸貸貸貸 物物物物 件件件件 費費費費 用用用用

そそそそ のののの 他他他他

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 利利利利 益益益益

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 売売売売 却却却却 益益益益

そそそそ のののの 他他他他 特特特特 別別別別 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 除除除除 却却却却 損損損損

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 評評評評 価価価価 損損損損

中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 未未未未 処処処処 分分分分 利利利利 益益益益

ゴゴゴゴ ルルルル フフフフ 会会会会 員員員員 権権権権 等等等等 評評評評 価価価価 損損損損

税税税税 引引引引 前前前前 中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 純純純純 利利利利 益益益益

法法法法 人人人人 税税税税 ・・・・ 住住住住 民民民民 税税税税 及及及及 びびびび 事事事事 業業業業 税税税税

法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 調調調調 整整整整 額額額額

中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 純純純純 利利利利 益益益益

前前前前 期期期期 繰繰繰繰 越越越越 利利利利 益益益益

関関関関 係係係係 会会会会 社社社社 株株株株 式式式式 評評評評 価価価価 損損損損

アアアア ドドドド ババババ イイイイ ザザザザ リリリリ ーーーー 手手手手 数数数数 料料料料

そそそそ のののの 他他他他 特特特特 別別別別 損損損損 失失失失

単-4単-4単-4単-4



３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）  　（単位：百万円） 　（単位：百万円） 　（単位：百万円） 　（単位：百万円）
評価・換評価・換評価・換評価・換
算差額等算差額等算差額等算差額等

資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金

別途積立金別途積立金別途積立金別途積立金 繰越利益繰越利益繰越利益繰越利益
剰余金剰余金剰余金剰余金

9,9489,9489,9489,948 23,81523,81523,81523,815 2,4872,4872,4872,487 126,900126,900126,900126,900 5,3045,3045,3045,304 △ 1,291△ 1,291△ 1,291△ 1,291 167,164167,164167,164167,164 10,13510,13510,13510,135 177,299177,299177,299177,299

剰余金の配当剰余金の配当剰余金の配当剰余金の配当 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415

役員賞与の支給役員賞与の支給役員賞与の支給役員賞与の支給 △ 76△ 76△ 76△ 76 △ 76△ 76△ 76△ 76 △ 76△ 76△ 76△ 76

中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益 2,5782,5782,5782,578 2,5782,5782,5782,578 2,5782,5782,5782,578

自己株式の取得自己株式の取得自己株式の取得自己株式の取得 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 5△ 5△ 5△ 5

別途積立金の積立別途積立金の積立別途積立金の積立別途積立金の積立 1,0001,0001,0001,000 △ 1,000△ 1,000△ 1,000△ 1,000 －－－－ －－－－

株主資本以外の項目株主資本以外の項目株主資本以外の項目株主資本以外の項目
の中間会計期間中のの中間会計期間中のの中間会計期間中のの中間会計期間中の
変動額（純額）変動額（純額）変動額（純額）変動額（純額）

－－－－ △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496 △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496

－－－－ －－－－ －－－－ 1,0001,0001,0001,000 △ 914△ 914△ 914△ 914 △ 5△ 5△ 5△ 5 81818181 △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496 △ 1,415△ 1,415△ 1,415△ 1,415

9,9489,9489,9489,948 23,81523,81523,81523,815 2,4872,4872,4872,487 127,900127,900127,900127,900 4,3904,3904,3904,390 △ 1,296△ 1,296△ 1,296△ 1,296 167,246167,246167,246167,246 8,6398,6398,6398,639 175,884175,884175,884175,884

株主資本株主資本株主資本株主資本
合　　計合　　計合　　計合　　計

その他有その他有その他有その他有
価証券評価証券評価証券評価証券評
価差額金価差額金価差額金価差額金

平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高

中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の
変動額変動額変動額変動額

中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の
変動額合計変動額合計変動額合計変動額合計

純資産純資産純資産純資産
合　計合　計合　計合　計

株主資本株主資本株主資本株主資本

平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高

資本金資本金資本金資本金

利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金

資本準備金資本準備金資本準備金資本準備金 利益準備金利益準備金利益準備金利益準備金
その他利益剰余金その他利益剰余金その他利益剰余金その他利益剰余金 自己株式自己株式自己株式自己株式

単-5単-5単-5単-5
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４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項    

（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法    

満期保有目的債券満期保有目的債券満期保有目的債券満期保有目的債券    …………………………………………………………………………    償却原価法償却原価法償却原価法償却原価法    

子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式    ………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

その他有価証券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中間決算日の市場価格等に基づく時価法中間決算日の市場価格等に基づく時価法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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原（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）価は移動平均法により算定）価は移動平均法により算定）価は移動平均法により算定）    

時価のないもの時価のないもの時価のないもの時価のないもの    ………………………………………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法    

①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品    …………………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

②貯蔵品②貯蔵品②貯蔵品②貯蔵品    ………………………………………………………………………………………………………………………………    先入先出法による原価法先入先出法による原価法先入先出法による原価法先入先出法による原価法    

（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法    

①有形固定資産①有形固定資産①有形固定資産①有形固定資産    …………    建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法    

但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数

を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。    
建建建建        物物物物                        ３～５０年３～５０年３～５０年３～５０年    
機械装置機械装置機械装置機械装置                        ７～１５年７～１５年７～１５年７～１５年    

②無形固定資産②無形固定資産②無形固定資産②無形固定資産    …………    定額法定額法定額法定額法    

但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。ります。ります。ります。    

（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準    

①貸倒引当金①貸倒引当金①貸倒引当金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。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。    

    
②②②②退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金        ………………………………        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

債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務およ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。て発生していると認められる額を計上しております。て発生していると認められる額を計上しております。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、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給
付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して
おおおおります。ります。ります。ります。    
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、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（期間以内の一定の年数（期間以内の一定の年数（期間以内の一定の年数（10101010年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費
用処理しております。用処理しております。用処理しております。用処理しております。    

    

③役員賞与引当金③役員賞与引当金③役員賞与引当金③役員賞与引当金    ………………………………    役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に
おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上
しております。しております。しております。しております。    

                                                    （会計方針の変更）（会計方針の変更）（会計方針の変更）（会計方針の変更）    
                                                    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

基準委員会平成基準委員会平成基準委員会平成基準委員会平成17171717年年年年11111111月月月月29292929日日日日    企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して
おります。この結おります。この結おります。この結おります。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利
益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、30303030百万円減少しております。百万円減少しております。百万円減少しております。百万円減少しております。    



単単単単----7777 

④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金    …………    従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、
役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要
支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と
して、平成して、平成して、平成して、平成 18181818 年６月年６月年６月年６月 28282828 日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員
退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、当該総会までの期退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、当該総会までの期退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、当該総会までの期退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、当該総会までの期
間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の
退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に表示し表示し表示し表示し
ております。ております。ております。ております。    

（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準    
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、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。として処理しております。として処理しております。として処理しております。    

（６）リース取引の処理方法（６）リース取引の処理方法（６）リース取引の処理方法（６）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

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。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。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。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。    
    
（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理    

消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。    
    

（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等    

当中間会計期間から「当中間会計期間から「当中間会計期間から「当中間会計期間から「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

委員会委員会委員会委員会    平成平成平成平成17171717年年年年12121212月９日月９日月９日月９日    企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「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」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会    平成平成平成平成17171717年年年年12121212月９日月９日月９日月９日    企業会計企業会計企業会計企業会計

基準適用指針第８号）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。基準適用指針第８号）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。基準適用指針第８号）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。基準適用指針第８号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。    

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は175,884175,884175,884175,884百万円です。百万円です。百万円です。百万円です。    

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。    

    

【注【注【注【注記事項】記事項】記事項】記事項】    

（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）    

（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（１）有形固定資産の減価償却累計額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    86,06686,06686,06686,066    百万円百万円百万円百万円            

    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    86,95886,95886,95886,958    百万円百万円百万円百万円            

    （（（（前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年 度度度度））））    88,39988,39988,39988,399    百万円百万円百万円百万円            

（２）偶発債務（２）偶発債務（２）偶発債務（２）偶発債務                        

当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    45454545    百万円百万円百万円百万円            

に対する債務保証に対する債務保証に対する債務保証に対する債務保証    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    58585858    百万円百万円百万円百万円            

    （（（（前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年 度度度度））））    51515151    百万円百万円百万円百万円            

（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形                        

当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日をもって決済処理しておりまもって決済処理しておりまもって決済処理しておりまもって決済処理しておりま

すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形268268268268百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま

せん。せん。せん。せん。    
 



単単単単----8888 

    

リリリリ    ーーーー    スススス    取取取取    引引引引    
    

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    

１．１．１．１．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および中間期末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および中間期末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および中間期末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および中間期末    
（期末）残高相当額（期末）残高相当額（期末）残高相当額（期末）残高相当額    

取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    75757575 百万円百万円百万円百万円    286286286286 百万円百万円百万円百万円    142142142142 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    1,0351,0351,0351,035 百万円百万円百万円百万円    971971971971 百万円百万円百万円百万円    971971971971 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    21212121 百万円百万円百万円百万円    16161616 百万円百万円百万円百万円    16161616 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    1,1311,1311,1311,131 百万円百万円百万円百万円    1,2731,2731,2731,273 百万円百万円百万円百万円    1,1291,1291,1291,129 百万円百万円百万円百万円    

                
減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    48484848 百万円百万円百万円百万円    250250250250 百万円百万円百万円百万円    107107107107 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    473473473473 百万円百万円百万円百万円    383383383383 百万円百万円百万円百万円    424424424424 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    9999 百万百万百万百万円円円円    6666 百万円百万円百万円百万円    7777 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    530530530530 百万円百万円百万円百万円    639639639639 百万円百万円百万円百万円    538538538538 百万円百万円百万円百万円    
                

減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    
                

期末残高相当額期末残高相当額期末残高相当額期末残高相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    24242424 百万円百万円百万円百万円    33333333 百万円百万円百万円百万円    32323232 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    562562562562 百百百百万円万円万円万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円    547547547547 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    12121212 百万円百万円百万円百万円    11111111 百万円百万円百万円百万円    9999 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    598598598598 百万円百万円百万円百万円    631631631631 百万円百万円百万円百万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円    
    

２．未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等２．未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等２．未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等２．未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等    

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）  （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
１年以内１年以内１年以内１年以内    245245245245 百万円百万円百万円百万円    252252252252 百万円百万円百万円百万円    241241241241 百万円百万円百万円百万円  
１１１１    年年年年    超超超超    353353353353 百万円百万円百万円百万円    379379379379 百万円百万円百万円百万円    347347347347 百万円百万円百万円百万円  
合合合合        計計計計    598598598598 百万円百万円百万円百万円    631631631631 百万円百万円百万円百万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円  

                                
リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高    1111 百万円百万円百万円百万円    2222 百万円百万円百万円百万円  1111 百万円百万円百万円百万円  

                                                
３．支払３．支払３．支払３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失    

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料    133133133133 百万円百万円百万円百万円    420420420420 百万円百万円百万円百万円    561561561561 百万円百万円百万円百万円    
リース資産減損リース資産減損リース資産減損リース資産減損    

勘定の取崩額勘定の取崩額勘定の取崩額勘定の取崩額    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
減価償却費相当額減価償却費相当額減価償却費相当額減価償却費相当額    133133133133 百万円百万円百万円百万円    420420420420 百万円百万円百万円百万円    561561561561 百万円百万円百万円百万円    
減損損失減損損失減損損失減損損失    －百万円－百万円－百万円－百万円    －百万円－百万円－百万円－百万円    －百万円－百万円－百万円－百万円    

    
４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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    

よよよよっております。っております。っております。っております。    
    
５．上記注記は、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５．上記注記は、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５．上記注記は、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５．上記注記は、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、支払利子込み法に込み法に込み法に込み法に    

よっております。よっております。よっております。よっております。    



単単単単----9999 

    
    

有有有有        価価価価        証証証証        券券券券    
    
１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの    

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）  （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
貸借対照表計上額貸借対照表計上額貸借対照表計上額貸借対照表計上額    3,0383,0383,0383,038 百万円百万円百万円百万円    3,0363,0363,0363,036 百万円百万円百万円百万円    3,0363,0363,0363,036 百万円百万円百万円百万円    
時時時時                価価価価        7,3017,3017,3017,301 百万円百万円百万円百万円    6,5366,5366,5366,536 百万円百万円百万円百万円    7,1767,1767,1767,176 百万円百万円百万円百万円    
差差差差                額額額額        4,2634,2634,2634,263 百万円百万円百万円百万円    3,5013,5013,5013,501 百万円百万円百万円百万円    4,1404,1404,1404,140 百万円百万円百万円百万円    

 
当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事業年度のいずれにおいても、業年度のいずれにおいても、業年度のいずれにおいても、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。子会社株式で時価のあるものはありません。子会社株式で時価のあるものはありません。子会社株式で時価のあるものはありません。     


