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平成19年4月期  個別中間財務諸表の概要 
平成18年12月25日 

 

会 社 名  株式会社サンオータス                           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  7623                                   本社所在都道府県  神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.sunautas.co.jp） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 
          氏    名 北野 俊 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 

          氏    名 古川 晴男    ＴＥＬ（045）473－1211 

決算取締役会開催日  平成18年 12月25日   

配当支払開始予定日  平成－年 ―月－日  単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

 

 

１．18年10月中間期の業績（平成18年5月1日～平成18年10月31日） 

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

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

 18年10月中間期 

17年10月中間期 

百万円   ％

9,504（  4.8）

9,073（ 1.6）

百万円   ％

45（△14.0）

52（△74.7）

百万円   ％

166（  25.5）

133（△47.8）

18年4月期 18,647     88     338     

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

 18年10月中間期 

17年10月中間期 

百万円   ％

48（△42.0）

83（△37.1）

円  銭

15  31 

26  36 

18年4月期 161     50  70 

 (注) 1．期中平均株式数 18年10月中間期3,181,507株 17年10月中間期3,185,677株 18年4月期3,183,653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、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10月中間期 

 17年10月中間期 

百万円 

8,722 

8,621 

百万円

3,520

3,496

％ 

40.4 

40.6 

円  銭

     1,106   58 

1,098  69 

  18年4月期 8,761 3,534 40.3 1,111  00 

 (注)  1．期末発行済株式数  18年10月中間期3,181,507株  17年10月中間期3,182,707株  18年4月期3,181,507株 

2．期末自己株式数    18年10月中間期48,993株    17年10月中間期47,793株     18年4月期48,993株 

 

２．19年4月期の業績予想（平成18年5月1日～平成19年4月30日） 

 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

19,500 

百万円

440 

百万円

220 

 

 

 (参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  69円15銭 

 

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4月期 ― 18.00 18.00

19年4月期(実績) ― ―

19年4月期(予想) ― 18.00 18.00

 

※ 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作成したものであります。実際の業績は、今 

後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります 

 

 



―  ― 41

１. 【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10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  320,726 356,754 574,508 

２ 受取手形  13,873 15,295 14,403 

３ 売掛金  906,307 946,228 900,017 

４ たな卸資産  450,556 641,323 561,935 

５ その他  279,293 508,147 434,555 

  貸倒引当金  △312 △61,116 △339 

流動資産合計   1,970,444 22.9 2,406,633 27.6  2,485,080 28.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,102,650 1,110,682 1,127,517 

(2) 車両運搬具  446,140 400,446 415,495 

(3) 土地 ※２ 3,396,918 3,396,918 3,396,918 

(4) その他  169,304 222,126 231,414 

計   5,115,014 5,130,174  5,171,346

２ 無形固定資産   35,070 30,148  32,484

３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 501,934 194,089 93,014 

(2) その他  1,004,901 967,878 985,028 

  貸倒引当金  △5,649 △6,611 △5,643 

計   1,501,186 1,155,356  1,072,400

固定資産合計   6,651,272 77.1 6,315,678 72.4  6,276,231 71.6

資産合計   8,621,716 100.0 8,722,312 100.0  8,761,312 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  98,629 86,045 92,123 

２ 買掛金  1,273,493 1,307,854 1,224,341 

３ 短期借入金 ※２ 1,030,000 1,300,000 1,274,000 

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 263,640 305,950 263,640 

５ 未払法人税等  43,917 6,528 5,095 

６ 賞与引当金  74,600 80,000 73,000 

７ その他 ※４ 463,618 482,175 527,542 

流動負債合計   3,247,898 37.7 3,568,552 40.9  3,459,743 39.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  600,000 600,000 600,000 

２ 長期借入金 ※２ 607,530 586,580 497,680 

３ 退職給付引当金  130,859 147,852 142,426 

４ 役員退職慰労引当金  270,013 66,304 273,857 

５ その他  268,616 232,425 252,949 

固定負債合計   1,877,019 21.7 1,633,163 18.7  1,766,913 20.2

負債合計   5,124,918 59.4 5,201,716 59.6  5,226,656 59.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   411,250 4.8 ― ―  411,250 4.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  462,500 ― 462,500 

資本剰余金合計   462,500 5.4 ― ―  462,500 5.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  30,692 ― 30,692 

２ 任意積立金  2,330,040 ― 2,330,040 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 211,642 ― 289,065 

利益剰余金合計   2,572,375 29.8 ― ―  2,649,797 30.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  76,672 0.9 ― ―  38,149 0.4

Ⅴ 自己株式   △25,999 △0.3 ― ―  △27,042 △0.3

資本合計   3,496,798 40.6 ― ―  3,534,655 40.3

負債資本合計   8,621,716 100.0 ― ―  8,761,312 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 411,250  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 462,500 ― 

資本剰余金合計   ― 462,500  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 30,692 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 2,430,040 ― 

繰越利益剰余金  ― 180,507 ― 

利益剰余金合計   ― 2,641,240  ―

４ 自己株式   ― △27,042  ―

株主資本合計   ― ― 3,487,948 40.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 32,647  ―

評価・換算差額等合計   ― ― 32,647 0.4  ― ―

純資産合計   ― ― 3,520,596 40.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 8,722,312 100.0  ― ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   9,073,008 100.0 9,504,740 100.0  18,647,358 100.0

Ⅱ 売上原価   7,459,166 82.2 7,848,139 82.6  15,364,987 82.4

売上総利益   1,613,842 17.8 1,656,601 17.4  3,282,370 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,561,227 17.2 1,611,357 16.9  3,194,279 17.1

営業利益   52,615 0.6 45,243 0.5  88,091 0.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  97,372 1.1 137,921 1.5  288,232 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  16,974 0.2 16,169 0.2  38,102 0.2

経常利益   133,012 1.5 166,995 1.8  338,222 1.8

Ⅵ 特別利益   5,422 0.1 1,919 0.0  5,402 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  5,259 0.1 126,419 1.3  73,433 0.4

税引前中間(当期) 
純利益 

  133,176 1.5 42,495 0.5  270,190 1.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 38,232 2,336 120,551 

法人税等調整額  10,965 49,197 0.5 △8,550 △6,214 0.0 △11,760 108,790 0.5

中間(当期)純利益   83,978 1.0 48,710 0.5  161,400 0.9

前期繰越利益   127,664 ―  127,664

中間(当期)未処分 
利益 

  211,642 ―  289,065
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年４月30日残高(千円) 411,250 462,500 462,500

中間会計期間中の変動額 

 別途積立金の積立額 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 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) 

― ― ―

平成18年10月31日残高(千円) 411,250 462,500 462,500

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年４月30日残高(千円) 30,692 2,330,040 289,065 2,649,797 △27,042 3,496,505

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立額 ― 100,000  △100,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △57,267 △57,267 ― △57,267

 中間純利益 ― ― 48,710 48,710 ― 48,710

 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) 

― 100,000 △108,557 △8,557 ― △8,557

平成18年10月31日残高(千円) 30,692 2,430,040 180,507 2,641,240 △27,042 3,487,948

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日残高(千円) 38,149 38,149 3,534,655

中間会計期間中の変動額 

 別途積立金の積立額 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― △57,267

 中間純利益 ― ― 48,710

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△5,502 △5,502 △5,502

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,502 △5,502 △14,059

平成18年10月31日残高(千円) 32,647 32,647 3,520,596
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

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

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定) 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 時価のないもの 

 移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

  ①石油商品 

先入先出法による原

価法 

  ②新車・中古車 

個別法による原価法 

③カー用品・その他の

用品 

総平均法による原価

法 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 建物(建物付属設備を

除く)及び車両運搬具の

うちレンタル車両につい

ては定額法とし、それ以

外については定率法によ

っております。 

 なお、取得価額が10万

円以上20万円未満の減価

償却資産については、３

年間で均等償却をしてお

ります。 

 主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ２年～50年

車両運搬具 ２年～６年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しており

ます。 

 なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

また、営業権について 

は、商法施行規則に規定 

する最長期間(５年)で均 

等償却しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

  また、のれんについては

投資効果の発現する期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しており

ます。 

 なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

また、営業権について 

は、商法施行規則に規定 

する最長期間(５年)で均 

等償却しております。 

３ 引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

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 

 従業員の賞与の支給に

備えるため、賞与支給見

込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、退職一時金に

ついて、当中間会計期間

末における退職給付債務

に基づき、当中間会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、退職一時金に

ついて、当事業年度末に

おける退職給付債務に基

づき、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づ

く当中間会計期間末要支

給額を計上しておりま

す。 

(5)    ――――― 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

(5)    ――――― 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づ

く期末要支給額を計上し

ております。 

  

(5)債務保証損失引当金 

    関係会社への債務保証

  等に係る損失に備えるた

  め、被保証者の財政状態

  等を勘案し、損失負担見

込額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

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 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 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

  当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準 (「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

１４年８月９日) ) および「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第６号 

平成１５年１０月３１日) を適用し

ております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 

――――― 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準( 「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成１４年８月９

日)  ) および 「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」 (企業会計基

準適用指針第６号 平成１５年１０月３１

日) を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

 

――――― 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間会計期間より、｢貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準｣（企業会計基準第５号 平成

１７年１２月９日）及び｢貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針｣（企業会計基準

適用指針第８号 平成１７年１２月

９日）を適用しております。従来の

資本の部の合計に相当する金額は、  

3,520,596千円であります。 

なお、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

間貸借対照表の純資産の部について

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。 

――――― 
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表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において有形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「車両運搬具」（前中間

会計期間427,555千円）については、資産総額の100分

の５超となったため、当中間会計期間より区分掲記し

ております。 

  

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年10月31日) 

前事業年度末 
(平成18年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,298,986千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,545,492千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,452,489千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 827,330千円

土地 3,270,718千円

投資有価証券 14,625千円

計 4,112,673千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 820,026千円

土地 3,031,336千円

投資有価証券 12,930千円

計 3,864,292千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとお

りであります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 832,907千円

土地 3,031,336千円

投資有価証券 13,515千円

計 3,877,759千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 950,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

107,880千円

長期借入金 294,140千円

計 1,352,020千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 850,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金

107,880千円

長期借入金 186,260千円

計 1,144,140千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 824,000千円

一年以内返済 
予定長期借入金 

107,880千円

長期借入金 249,190千円

計 1,181,070千円
 

 ３ 偶発債務 

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

保証先 
金額 
(千円) 

内容 

㈱ブリティッ

シュオート 
432,425

借入 

債務 

㈱モトーレン

東洋 
1,296,764

借入 

債務 
 

 ３ 偶発債務 

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

保証先 
金額 
(千円) 

内容

㈱ブリティッ

シュオート 
395,765

借入

債務

㈱モトーレン

東洋 
1,346,485

借入

債務
 

 ３ 偶発債務 

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

保証先 
金額 
(千円) 

内容

㈱ブリティッ

シュオート 
372,817 

借入

債務

㈱モトーレン

東洋 
1,074,951 

借入

債務
  

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、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。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,125千円

受取手数料 51,576千円

受取配当金 17,469千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,508千円

受取手数料 47,395千円

受取配当金 70,259千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6,010千円

受取手数料 97,294千円

受取配当金 17,945千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 10,099千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 11,033千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 19,900千円
 

※３    ――――― 

  

  
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 17,480千円

役員退職慰労金 104,950千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

債務保証損失 

引当金繰入額 44,332千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 159,463千円

無形固定資産 427千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 153,772千円

無形固定資産 2,497千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 338,646千円

無形固定資産 4,967千円
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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５月１日 至 平成18年10月31日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 48,993 ― ― 48,993 
 
  （変動事由の概要） 

  当中間会計期間における変動はありません。 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 

相当額 
(千円) 

(有形固 
定資産) 

   

その他 277,147 125,649 151,498 

合計 277,147 125,649 151,498 
 

 
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)

(有形固
定資産)

車両 

運搬具

その他 

12,176

258,974

7,268

130,724

4,908

128,249

合計 271,150 137,993 133,157
 

 
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)

(有形固
定資産)

  

車両 

運搬具

その他 

12,176 

282,910 

6,050 

129,867 

6,125

153,043

合計 295,086 135,917 159,168
 

(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 51,268千円

１年超 113,083千円

合計 164,351千円
 

１年内 51,194千円

１年超 88,967千円

合計 140,161千円
 

１年内 55,715千円

１年超 115,483千円

合計 171,199千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 24,528千円

減価償却費相当額 21,334千円

支払利息相当額 1,776千円
 

支払リース料 28,056千円

減価償却費相当額 26,011千円

支払利息相当額 1,497千円
 

支払リース料 52,195千円

減価償却費相当額 48,000千円

支払利息相当額 3,580千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、級数法によっており

ます。 

(6) 減損損失について 

   リース資産に配分された減損

損失はないため、項目等の記載

は省略しております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(6) 減損損失について 

同左 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

       同左 

 

 

 

 

(6) 減損損失について 

同左 
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(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) (平成17年10月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(当中間会計期間末) (平成18年10月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(前事業年度末) (平成18年４月30日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,098.69円

 

１株当たり純資産額 1,106.58円

 

１株当たり純資産額 1,111.00円

 

１株当たり中間純利益 26.36円

 

１株当たり中間純利益 15.31円

 

１株当たり当期純利益 50.70円

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

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、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

(注) 算定上の基礎 

 

１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

中間(当期)純利益(千円) 83,978 48,710 161,400

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

83,978 48,710 161,400

普通株式の期中平均株式数
(株) 

3,185,677 3,181,507 3,183,653
 

 

 

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

 

 

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 


