
平成18年３月期  個別中間財務諸表の概要 
平成17年11月16日 

 

会 社 名 株式会社 シノケン                    上場取引所 ＪＱ 

       (旧会社名 株式会社 シノハラ建設システム)        本社所在都道府県 福岡県 

コード番号 8909                              

（ＵＲＬ http://www.shinoken.com） 
代  表  者   役  職  名  代表取締役社長 

氏    名  篠原 英明 

問い合わせ先  責任者役職名  取締役管理部長 

        氏    名  霍川 順一             ＴＥＬ（092）477－0040  

決算取締役会開催日  平成17 年11月16日              中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成17 年12月 ９日              単元株制度採用の有無 無 

 
１．17年９月中間期の業績（平成17年４月1日～平成17年９月30日） 

(1) 経営成績                           (注) 記載金額百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

17年９月中間期 

百万円 ％ 

5,848（  64.4） 

百万円 ％ 

251（ 217.0） 

百万円 ％ 

 160（ 603.0） 

16年９月中間期 3,556（ 93.4） 79（ 84.1） 22（△ 12.2） 

17年３月期 11,038 601 461 

    

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

17年９月中間期 

 百万円 ％ 

85（ 419.8） 

円  銭 

       3,117    34 

16年９月中間期  16（ △2.5） 1,190   29 

17年３月期 258 18,739   45 

(注) ① 期中平均株式数17年９月中間期 27,494株 16年９月中間期 13,854株  17年３月期 13,801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) 配当状況 

 
1株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 

 

17年９月中間期 

円  銭 

 875  00 

円  銭 

―――― 

16年９月中間期 1,625 00 ―――― 

17年３月期  ―――― 3,250 00 
(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 

17年９月中間期 

百万円 

14,445 

百万円 

 2,058 

％ 

14.2 

円  銭 

74,859    85 

16年９月中間期  8,251  1,775 21.5 129,121   81 

17年３月期 10,331  1,994 19.3 145,110   01 

(注) ① 期末発行済株式数 17年９月中間期 27,494株 16年９月中間期13,747株 17年３月期 13,747株 

② 期末自己株式数   17年９月中間期   586株 16年９月中間期    293株 17年３月期     293株 

２．18年３月期の業績予想（平成17年４月1日～平成18年３月31日） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

16,400 

百万円 

810 

百万円 

430 

円 銭 

875   00 

円 銭 

1,750   00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 15,639 円 78 銭  

  上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により 

 予想数値と異なる可能性があります。  
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６. 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16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31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 ※２ 1,727,873   1,926,115   2,298,839   

２．不動産事業未収入金  188,169   680,786   1,149,782   

３．売掛金  3,189   4,030   3,317   

４．販売用不動産 ※２ 1,730,795   2,358,085   917,006   

５．不動産事業支出金 ※２ 2,406,807   6,362,743   3,558,237   

６．その他のたな卸資産  21,279   36,065   23,016   

７．繰延税金資産  7,917   24,188   25,707   

８．その他 ※５ 84,100   155,788   103,610   

貸倒引当金  △1,387   △9,151   △11,855   

流動資産合計   6,168,745 74.8  11,538,654 79.9  8,067,663 78.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 548,720   538,492   550,171   

(2) 土地 ※２ 737,543   1,087,935   737,543   

(3) その他  40,780   44,309   40,821   

計  1,327,044   1,670,737   1,328,536   

２．無形固定資産  1,087   1,087   1,087   

３．投資その他の資産           

(1) 関係会社株式  574,534   697,534   694,534   

(2) 関係会社長期貸付金  ―   282,000   －   

(3) 繰延税金資産  54,863   79,541   61,673   

(4) その他 ※２ 132,507   194,098   185,831   

貸倒引当金  △7,130   △17,680   △7,944   

計  754,774   1,235,494   934,094   

固定資産合計   2,082,906 25.2  2,907,319 20.1  2,263,719 21.9 

資産合計   8,251,652 100.0  14,445,973 100.0  10,331,382 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31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．不動産事業未払金  328,618   661,811   1,516,900   

２．買掛金  10,582   9,423   9,582   

３．短期借入金 ※２ 2,415,600   4,604,000   2,797,100   

４. 一年以内償還予定社債  40,000   40,000   40,000   

５．一年以内返済予定長期 
借入金 ※２ 440,140   1,080,880   1,427,880   

６．未払法人税等  20,153   92,944   153,828   

７．不動産事業前受金  206,842   185,860   129,310   

８．賞与引当金  11,000   12,216   11,267   

９．工事補償引当金  1,068   1,237   1,094   

10．その他  218,008   374,914   433,177   

流動負債合計   3,692,013 44.7  7,063,288 48.9  6,520,140 63.1 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  610,000   1,070,000   590,000   

２．長期借入金 ※２ 1,877,521   3,866,640   876,080   

３．退職給付引当金  7,443   10,301   8,291   

４．役員退職慰労引当金  151,861   193,198   159,689   

５．預り敷金  127,815   184,348   177,402   

６．その他  9,961   －   4,952   

固定負債合計   2,784,602 33.8  5,324,488 36.9  1,816,414 17.6 

負債合計   6,476,615 78.5  12,387,777 85.8  8,336,555 80.7 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   567,420 6.9  567,420 3.9  567,420 5.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  499,304   499,304   499,304   

資本剰余金合計   499,304 6.0  499,304 3.5  499,304 4.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  550   550   550   

２．任意積立金  650,000   850,000   650,000   

３．中間(当期)未処分利益  199,486   282,645   419,275   

利益剰余金合計   850,036 10.3  1,133,195 7.8  1,069,825 10.4 

Ⅳ 自己株式   △141,723 △1.7  △141,723 △1.0  △141,723 △1.4 

資本合計   1,775,037 21.5  2,058,196 14.2  1,994,827 19.3 

負債資本合計   8,251,652 100.0  14,445,973 100.0  10,331,382 100.0 
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②中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度の 
要約損益計算書 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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 ※１  3,556,755 100.0  5,848,841 100.0  11,038,288 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,912,459 81.9  4,849,024 82.9  9,191,648 83.3 

売上総利益   644,295 18.1  999,817 17.1  1,846,639 16.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   564,930 15.9  748,261 12.8  1,245,552 11.3 

営業利益   79,365 2.2  251,555 4.3  601,086 5.4 

Ⅳ 営業外収益 ※２  18,415 0.5  13,000 0.2  29,636 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※３  74,954 2.1  104,078 1.8  168,838 1.5 

  経常利益   22,827 0.6  160,477 2.7  461,884 4.2 

Ⅵ 特別利益 ※４  9,500 0.3  － －  9,500 0.1 

税引前中間(当期)純利益   32,327 0.9  160,477 2.7  471,384 4.3 

法人税、住民税及び事業税  17,507   91,118   239,036   

法人税等調整額  △1,671 15,836 0.4 △16,349 74,769 1.2 △26,271 212,765 2.0 

中間(当期)純利益   16,490 0.5  85,708 1.5  258,619 2.3 

前期繰越利益   182,995   196,937   182,995  

中間配当額   －   －   22,338  

中間(当期)未処分利益   199,486   282,645   419,275  
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
 

項目 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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 

  その他有価証券 

(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 

(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 

  販売用不動産 

   個別法による原価法 

  不動産事業支出金 

   個別法による原価法 

  商品 

   売価還元法による 

原価法 

  製品、原材料 

   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 

  販売用不動産 

同左 

  不動産事業支出金 

同左 

  商品 

同左 

 

  製品、原材料 

同左 

  貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

  販売用不動産 

同左 

  不動産事業支出金 

同左 

  商品 

同左 

 

  製品、原材料 

同左 

  貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

  定率法(ただし、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。 

建物   ５年～50年 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

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

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込

額に基づき計上してお

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、当事業年度

末における退職給付債

務の見込額に基づき、

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。 

(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、当事業年度

末における退職給付債

務の見込額に基づき計

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

出に備えるため、役員

退職慰労金内規に基づ

く中間期末要支給額を

計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員

退職慰労金内規に基づ

き期末要支給額を計上

しております。 

 (5) 工事補償引当金 

  完成工事にかかる瑕疵

担保の費用に備えるた

め、最近の工事補償実

績率に直近1年間の引渡

物件の請負金額を乗じ

た価額を引当計上して

おります。 

(5) 工事補償引当金 

同左 

(5) 工事補償引当金 

  完成工事にかかる瑕疵

担保の費用に備えるた

め、最近の工事補償実

績率に当期引渡物件の

請負金額を乗じた価額

を引当計上しておりま

す。 

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 
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項目 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

す金利スワップについ

て、特例処理を適用して

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 

  ヘッジ手段…金利スワ

ップ 

  ヘッジ対象…借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  当社は、変動金利を固

定金利に変換する目的で

一部の借入取引に関し金

利スワップ取引を利用し

ているのみであり、投機

目的及び短期的な売買利

益を目的としたデリバテ

ィブ取引は行わない方針

であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理を採用しているため、

ヘッジの有効性の判定は

省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価

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 

税抜方式を採用してお

ります。 

なお、控除対象外の消

費税等については、販

売費及び一般管理費に

計上しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

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16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

（固定資産の減損に係る会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審

議会平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する事業年度に係る

財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当中間会計期間から

適用しております。 

なお、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）

「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審

議会平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する事業年度に係る

財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当事業年度より適用

しております。 

なお、これによる損益に与える影響

はありません。 
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 (追加情報) 

 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月1日以後に開始する事業年度か

ら外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費が

2,360千円増加し、営業利益、経常利

益および税引前中間純利益が、  

2,360千円減少しております。 

 

―――― 

 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月1日以後に開始する事業年度か

ら外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

6,904千円増加し、営業利益、経常利

益および税引前当期純利益が、  

6,904千円減少しております。 
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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16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

200,341千円 

※２ 担保に供している資産ならびに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 (1) 担保資産 

販売用不動産 240,471千円

不動産事業支出金 1,805,125千円

建物 468,861千円

土地 701,322千円

投資その他の資産 
「その他」 
（差入敷金保証金）

30,000千円

計 3,245,781千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

234,048千円 

※２ 担保に供している資産ならびに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 (1) 担保資産 

現金及び預金 
(定期預金) 

50,000千円

販売用不動産 120,833千円

不動産事業支出金 3,261,143千円

建物 455,795千円

土地 1,051,715千円

計 4,939,488千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

217,413千円 

※２ 担保に供している資産ならびに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 (1) 担保資産 

販売用不動産 36,100千円

不動産事業支出金 2,454,410千円

建物 462,257千円

土地 701,322千円

計 3,654,090千円
 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 1,119,400千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

244,340千円

長期借入金 1,680,921千円

計 3,044,661千円
 

 (2) 担保付債務 

短期借入金 612,000千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

940,080千円

長期借入金 2,637,840千円

計 4,189,920千円
 

(2) 担保付債務 

短期借入金 616,740千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

1,187,080千円

長期借入金 764,880千円

計 2,568,700千円
 

なお、上記の他に建物1,912千

円、土地4,168千円を関係会社の

借入金の担保に供しておりま

す。 

なお、上記の他に建物1,737千

円、土地4,168千円を関係会社の

借入金の担保に供しておりま

す。 

なお、上記の他に建物1,820千

円、土地4,168千円を関係会社の

借入金の担保に供しておりま

す。 

――――― ３ 当社は、賃貸住宅用地取得に際

し資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関18社とコミット

メント契約を締結しておりま

す。当中間会計期間末の借入未

実行残高は次の通りでありま

す。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 5,000,000千円

借入実行残高 3,664,000千円

差引額 1,336,000千円
 

３ 当社は、賃貸住宅用地取得に際

し資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行14行とコミットメン

ト契約を締結しております。当

事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 3,400,000千円

借入実行残高 1,240,000千円

差引額 2,160,000千円
 

４ 保証債務 

下記の債務について連帯保証し

ております。 

保証先 金額 債務内容 

 千円  
㈱エスケーエ
ナジー 

121,731
割賦 
債務他 

㈱シノハラコー
ポレーション 

1,249,343銀行借入 

㈱日商ハーモ
ニー 

140,000銀行借入 

計 1,511,074 ― 
 

４ 保証債務 

下記の債務について連帯保証し

ております。 

保証先 金額 債務内容 

 千円  
㈱エスケーエ
ナジー 

58,363 
割賦 
債務他 

㈱ＳＨＣ 1,419,283 銀行借入 

計 1,477,646 ― 
 
   ㈱シノハラコーポレーションは平

成17年８月４日付で㈱ＳＨＣに社

名変更しております。 

４ 保証債務 

下記の債務について連帯保証し

ております。 

保証先 金額 債務内容 

 千円  
㈱エスケーエ
ナジー 

115,204 
割賦 
債務他 

㈱シノハラコー
ポレーション 

1,264,761 銀行借入 

㈱日商ハーモ
ニー 

140,000 銀行借入 

計 1,519,965 ― 
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前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※５ 消費税等の取扱 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

※５ 消費税等の取扱 

同左 

――――― 
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 (中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

※１ 当社の売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べて

下半期に完成する工事の割合が

大きいため、事業年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期

と下半期の業績に季節的変動が

あります。 

※１     同左 ――――― 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 6,767千円

会費収入    5,681千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,102千円

会費収入   7,751千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 6,918千円

会費収入   10,377千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        55,108千円 
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        71,855千円

支払手数料 25,089千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        111,160千円

支払手数料 40,791千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

違約金収入 9,500千円 
 

――――― ※４ 特別利益のうち主要なもの 

違約金収入 9,500千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,740千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,635千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 33,812千円
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17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及び中間

期末残高相当額 

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 

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 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残 高 
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

車 両 
運搬具 

 

7,470 
 

2,490 
 

4,980 

工具器
具備品 

153,648 49,101 104,547 

合 計 161,118 51,591 109,527 

 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期 末
残 高 
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

車 両 
運搬具 

7,470 3,237 4,233 

工具器
具備品 

189,612 63,871 125,741 

合 計 197,082 67,108 129,974 

 
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。 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残 高 
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

工具器
具備品 

242,640 80,924 161,716 

合 計 242,640 80,924 161,716 

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。 

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 

１年以内 34,112千円

１年超 75,415千円

合計 109,527千円
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 55,330千円 

１年超 106,386千円 

合計 161,716千円 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 43,548千円 

１年超 86,426千円 

合計 129,974千円 
 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 16,521千円

減価償却費相当額 16,521千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 21,220千円

減価償却費相当額 21,220千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 34,925千円

減価償却費相当額 34,925千円
 

(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 

 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

前事業年度 
(平成17年３月31日現在) 

 子会社株式及び関連会社株式で、

時価のあるものはありません。 

同左 同左 
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

) 
 

当中間会計期間 

( 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

) 
 

前事業年度 

( 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

) 
 

――――― ――――― (１) 株式分割 

当社は、平成17年１月12日開催

の取締役会の決議に基づき、次の

とおり株式分割を実施いたしま

す。 

① 平成17年５月20日付をもっ

て、普通株式１株を２株に分割い

たします。 

② 分割の方法 

平成17年３月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株につき

２株の割合をもって分割いたしま

す。 

③ 分割により増加する株式数 

 普通株式14,040株 

④ 配当起算日 

      平成17年４月１日 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当事

業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

55,297円11銭 72,555円１銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

8,253円99銭 9,369円72銭 
 

 

 


