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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1)経営成績 （注）記載金額は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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 3,756 (    4.5) 43 (    － ) △11 (    － )

17年６月中間期 3,596 ( △22.0) 2 ( △99.2) 62 ( △72.8)

17年12月期 7,671  249  475  

 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６月中間期 △1,121 (    － ) △175 67

17年６月中間期 44 ( △60.3) 6 96

17年12月期 265  41 59

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 6,385,800株 17年６月中間期 6,385,800株 17年12月期 6,385,800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であります。

(2)財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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６月中間期 10,308 1,778 17.3 278 54

17年６月中間期 11,501 2,673 23.2 418 62

17年12月期 11,790 2,900 24.6 454 18

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 6,385,800株 17年６月中間期 6,385,800株 17年12月期 6,385,800株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期 544,200株 17年６月中間期 544,200株 17年12月期 544,200株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期  7,919  170  △985 － － － －

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △154円25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

17年12月期 － － －

18年12月期（実績） － － －

18年12月期（予想） － － －

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績は業況の変化などにより、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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 ※2 882,272 855,897 822,371

２．受取手形 ※4 508,097 298,533 433,260

３．売掛金  2,863,132 2,457,784 2,837,123

４．たな卸資産  630,943 570,584 669,259

５．繰延税金資産  23,026 33,360 31,717

６．その他  250,532 811,496 609,458

貸倒引当金  △39,200 △7,500 △7,700

流動資産合計  5,118,805 44.5 5,020,156 48.7 5,395,491 45.8

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※1,2

(1）建物  323,004 297,854 309,065

(2）機械及び装置  592,236 518,159 567,836

(3）土地  543,287 447,035 447,035

(4）その他  199,920 139,092 189,119

有形固定資産合計  1,658,449 1,402,142 1,513,057

２．無形固定資産  43,686 28,843 36,338

３．投資その他の資産  

(1）関係会社株式  511,961 511,960 511,960

(2）関係会社出資金  2,626,086 1,504,554 2,626,086

(3）関係会社長期貸付
金

 892,340 1,215,216 1,065,776

(4）その他 ※2 657,174 628,343 645,020

貸倒引当金  △7,079 △2,876 △3,064

投資その他の資産合
計

 4,680,483 3,857,197 4,845,779

固定資産合計  6,382,619 55.5 5,288,183 51.3 6,395,174 54.2

資産合計  11,501,425 100.0 10,308,340 100.0 11,790,666 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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．支払手形  152,764 117,110 144,945

２．買掛金  1,448,154 1,337,011 1,795,883

３．短期借入金 ※2,5 3,000,447 1,300,000 1,110,007

４．１年内償還予定社債 ※2 296,000 229,400 296,000

５．未払法人税等  49,185 204,243 258,901

６．賞与引当金  20,274 35,304 20,970

７．その他 ※6 450,448 2,083,183 2,024,732

流動負債合計  5,417,275 47.1 5,306,253 51.5 5,651,439 47.9

Ⅱ　固定負債  

１．社債 ※2 294,000 464,600 246,000

２．長期借入金 ※2,5 2,467,350 2,427,990 2,444,992

３．長期未払金  270,846 116,508 184,737

４．繰延税金負債  309,039 118,718 287,583

５．退職給付引当金  － 25,908 5,925

６．役員退職慰労引当金  69,659 69,659 69,659

固定負債合計  3,410,895 29.7 3,223,384 31.2 3,238,897 27.5

負債合計  8,828,171 76.8 8,529,637 82.7 8,890,336 75.4

  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  924,000 8.0 － － 924,000 7.8

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金  918,000 － 918,000

資本剰余金合計  918,000 8.0 － － 918,000 7.8

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  74,600 － 74,600

２．任意積立金  844,194 － 844,194

３．中間（当期）未処分
利益

 167,387 － 388,514

利益剰余金合計  1,086,181 9.4 － － 1,307,308 11.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

 6,909 0.1 － － 12,859 0.1

Ⅴ　自己株式  △261,837 △2.3 － － △261,837 △2.2

資本合計  2,673,253 23.2 － － 2,900,330 24.6

負債資本合計  11,501,425 100.0 － － 11,790,666 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 924,000 8.9 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 918,000 －

資本剰余金合計  － － 918,000 8.9 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 74,600 －

(2）その他利益剰余金  

買換資産圧縮積立
金

 － 43,386 －

特別償却準備金  － 11,748 －

プログラム準備金  － 1,363 －

固定資産圧縮積立
金

 － 170,910 －

 別途積立金  － 315,000 －

繰越利益剰余金  － △431,473 －

利益剰余金合計  － － 185,534 1.8 － －

４　自己株式  － － △261,837 △2.5 － －

株主資本合計  － － 1,765,697 17.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 12,814 0.1 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 190 0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 13,005 0.1 － －

純資産合計  － － 1,778,702 17.3 － －

負債純資産合計  － － 10,308,340 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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  3,596,503 100.0 3,756,551 100.0 7,671,201 100.0

Ⅱ　売上原価  3,126,405 86.9 3,308,947 88.1 6,602,825 86.1

売上総利益  470,097 13.1 447,604 11.9 1,068,375 13.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  467,935 13.0 403,985 10.8 819,196 10.7

営業利益  2,161 0.1 43,619 1.1 249,178 3.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 126,658 3.5 44,695 1.2 358,788 4.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 65,963 1.9 99,442 2.6 132,945 1.7

経常利益または経常
損失（△）

 62,856 1.7 △11,127 △0.3 475,022 6.2

Ⅵ　特別利益 ※３ 42,639 1.2 70,555 1.9 84,131 1.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 610 0.0 1,152,927 30.7 32,857 0.4

税引前中間(当期)純
利益または純損失
（△）

 104,884 2.9 △1,093,499 △29.1 526,296 6.9

法人税、住民税及び
事業税

 55,445 198,879 289,845

法人税等調整額  4,938 60,383 1.7 △170,604 28,274 0.8 △29,176 260,669 3.4

中間（当期）純利益
または純損失（△）

 44,500 1.2 △1,121,773 △29.9 265,627 3.5

前期繰越利益  122,886 － 122,886

中間（当期）未処分
利益

 167,387 － 388,514
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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１月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

買換資産　
圧縮積立金

特別償却
準備金

プログラム
準備金

固定資産　
圧縮積立金

固定資産圧
縮特別勘定
積立金

平成17年12月31日　残高

（千円）
924,000 918,000 918,000 74,600 47,508 15,966 2,128 189,546 274,044

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩     △4,121     

特別償却準備金の取崩      △6,037    

特別償却準備金の繰入      1,818    

プログラム準備金の取崩       △764   

固定資産圧縮積立金の取崩        △79,053  

固定資産圧縮積立金の繰入        60,417  

固定資産圧縮特別勘定積立金の

取崩
        △274,044

中間純損失          

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）
    △4,121 △4,218 △764 △18,636 △274,044

平成18年６月30日　残高

（千円）
924,000 918,000 918,000 74,600 43,386 11,748 1,363 170,910 －

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金

自己株式
株主資本　

合計

その他　　
有価証券　
評価差額

繰延ヘッジ
損益

  評価・ 
換算差額等

合計

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17年12月31日　残高

（千円）
315,000 388,514 1,307,308 △261,837 2,887,470 12,859 － 12,859 2,900,330

中間会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩  4,121        

特別償却準備金の取崩  6,037        

特別償却準備金の繰入  △1,818        

プログラム準備金の取崩  764        

固定資産圧縮積立金の取崩  79,053        

固定資産圧縮積立金の繰入  △60,417        

固定資産圧縮特別勘定積立金の

取崩
 274,044        

中間純損失  △1,121,773 △1,121,773  △1,121,773    △1,121,773

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
     △45 190 145 145

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
 △819,987 △1,121,773  △1,121,773 △45 190 145 △1,121,627

平成18年６月30日　残高

（千円）
315,000 △431,473 185,534 △261,837 1,765,697 12,814 190 13,005 1,778,702
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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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

総平均法による原価法

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、

売却原価は総平均法により算

定）

(1）有価証券

子会社株式

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、

売却原価は総平均法により算

定）

(1）有価証券

子会社株式

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（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定）

 時価のないもの

総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）　　　─────　 (2）デリバティブ

時価法 

(2）デリバティブ

時価法 

 (3）たな卸資産

製品・仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

 原材料

　先入先出法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (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）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

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

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期負担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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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。ただし、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（投資その他の資産「その

他」）に前払年金費用(15,756千

円)を計上しております。

　また、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(10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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

　また、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(10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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

　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(10年)によ

る定額法により翌期から費用処理

することとしております。

 (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、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。

　なお、平成16年１月に役員退職

慰労金制度を廃止することとし、

既往の期間分については、従来の

内規による額を退任時に支払うこ

ととしております。

(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、内規に基づく当期末要支

給額を計上しております。

　なお、平成16年１月に役員退職

慰労金制度を廃止することとし、

既往の期間分については、従来の

内規による額を退任時に支払うこ

ととしております。

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

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、金利スワップ取引に

ついては、特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用し

ております。また、為替予約取引

については、振当処理の要件を満

たしている場合は、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

　ヘッジ手段は金利スワップ取引

及び為替予約取引、ヘッジ対象は

借入金の支払利息及び外貨建輸入

仕入取引であります。

(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

　ヘッジ手段は金利スワップ取引

及び為替予約取引、ヘッジ対象は

借入金の支払利息及び外貨建輸出

入仕入取引であります。

 (3）ヘッジ方針

　社内規程に基づき、将来の支払

利息に係る金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。また、輸入取引

に係る為替リスクをヘッジする目

的で、為替予約取引を行っており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

　社内規程に基づき、将来の支払

利息に係る金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。また、輸出入取

引に係る為替リスクをヘッジする

目的で、為替予約取引を行ってお

ります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ特例処理の要件及

びヘッジ対象とヘッジ手段それぞ

れの相場またはキャッシュ・フ

ロー変動の累計の比較により有効

性を評価しております。なお、為

替予約取引については、ヘッジ手

段とヘッジ対象の重要な条件が一

致しているため、有効性の評価を

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作成の

ための基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）法人税等調整額の会計処理

　当中間会計期間に係る法人税

等調整額は、当期において予定

している利益処分による固定資

産圧縮積立金等の取崩しを前提

として計算しております。

 (2）       ─────  (2）       ───── 

会計処理の変更

前中間会計期間 

（自　平成17年１月１日   

 至　平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自　平成18年１月１日   

 至　平成18年６月30日）

前会計年度 

（自　平成17年１月１日   

 至　平成17年12月31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））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

6号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより、税引前中間純損失が30,011千円増

加しております。なお、減損損失累計額につい

ては当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。

───── 

───── （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「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　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は1,778,511千円であります。

───── 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

  （中間貸借対照表）

１．前中間会計期間まで区分掲記して

おりました「未収入金」（当中間会

計期間末は49,046千円）は、資産の

総額の100分の５以下であるため、

流動資産の「その他」に含めて表示

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６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         1,838,673千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,014,546千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,934,059千円

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

現金及び預金 525,035千円

建物 323,004

機械及び装置 387,884

土地 543,287

その他（投資その他の資

産）

8,546

計 1,787,757

現金及び預金 155,048千円

建物 297,854

機械及び装置 359,724

土地 365,492

その他（投資その他の資

産）

313,005

計 1,491,125

現金及び預金 225,035千円

建物 309,065

機械及び装置 379,558

土地 447,035

その他（投資その他の資

産）

310,555

計 1,671,249

(2）担保付債務 (2）担保付債務 (2）担保付債務

短期借入金    815,001千円

社債 100,000

長期借入金 3,023,294

（１年以内返済分を含む）  

計 3,938,295

短期借入金 200,000千円

長期借入金 3,121,806

（１年以内返済分を含む）  

計 3,321,806

短期借入金 510,007千円

社債 100,000

（１年以内償還予定分を　　　　　　　　

　含む）

長期借入金 3,043,356

（１年以内返済分を含む）  

計 3,653,363

　３．偶発債務

　下記の会社の金融機関等からの借り入れ

及び仕入債務に対し、債務保証を行ってお

ります。

　３．偶発債務

　下記の会社の金融機関等からの借り入

れ,仕入債務及び為替予約取引に対し、債

務保証を行っております。

　３．偶発債務

　下記の会社の金融機関等からの借り入れ

及び仕入債務に対し、債務保証を行ってお

ります。

THAI FUJI SEIKI 

CO.,LTD.

* 1

201,053千円 

上海不二精机有限公司 * 2

387,828

蘇州不二精机有限公司 * 3

232,981

株式会社スーパージュエル

ボックスジャパン

 

20,000

計 841,863

＊1　(75,019千タイバーツ)

＊2　(2,064千米ドル、9,000千元)

＊3　(2,105千米ドル)

THAI FUJI SEIKI 

CO.,LTD.

* 1

130,332千円

上海不二精机有限公司 * 2

322,725

蘇州不二精机有限公司 * 3

43,102

株式会社スーパージュエル

ボックスジャパン

 

33,449

計 529,610

＊1　(43,156千タイバーツ)

＊2　(1,672千米ドル、6,700千元)

＊3　(374千米ドル)

THAI FUJI SEIKI 

CO.,LTD.

* 1

149,780千円

上海不二精机有限公司 * 2

347,492

蘇州不二精机有限公司 * 3

87,684

株式会社スーパージュエル

ボックスジャパン

 

20,000

計 604,958

＊1　(52,188千タイバーツ)

＊2　(1,868千米ドル、6,000千元)

＊3　(742千米ドル)

※４．

─────

 

 

 

  

 ※５．財務制限条項等の付保

　長期借入金(1年以内返済分を含む)のう

ち290,000千円については、財務制限条項

等が付されており、特定の条項に抵触した

場合、該当する借入金を一括して返済する

ことになっております。

※４．

─────

 

 

 

  

 ※５．財務制限条項等の付保

　長期借入金(1年以内返済分を含む)のう

ち250,000千円については、財務制限条項

等が付されており、特定の条項に抵触し

た場合、該当する借入金を一括して返済

することになっております。

※４．期末日満期手形の処理

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                 35,222千円 

 ※５．財務制限条項等の付保

　長期借入金(1年以内返済分を含む)のう

ち270,000千円については、財務制限条項

等が付されており、特定の条項に抵触し

た場合、該当する借入金を一括して返済

することになっております。

※６．消費税等の取り扱い

　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。

※６．消費税等の取り扱い

同左

※６．

─────
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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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 12,540千円

為替差益 107,539

受取利息 30,793千円

  

  

受取利息 33,265千円

為替差益 279,449

保険解約金収入 19,010

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息   47,444千円

支払手数料 11,904

支払利息 54,290千円

為替差損 32,665

支払利息 99,100千円

支払手数料 11,904

※３．特別利益のうち重要なもの

匿名組合投資利益     42,639千円

※３．特別利益のうち重要なもの

匿名組合投資利益 60,894千円

※３．特別利益のうち重要なもの

匿名組合投資利益 84,131千円

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損    610千円 減損損失 30,011千円

関係会社出資金評価損 1,121,532

  

当社は以下の資産について減損損失を計上し

ました。

用途 種類 場所

遊休資産
建設仮勘定

他 

タイ王国

アユタヤ県

　当社は、事業用資産のうち、専用設備につ

いては製品群ごと、汎用設備については事業

のセグメントごとにグルーピングを行い、遊

休資産については個別物件ごとにグルーピン

グを行っております。

　当中間会計期間において、将来の用途が定

まっていない遊休資産について、当該資産の

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に30,011千円計上しまし

た。回収可能価額は、正味売却価額であり、

同業種における見積売却可能価額によってお

ります。

固定資産売却損 25,967千円

固定資産除却損 1,531

関係会社清算損 5,358

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 105,657千円

無形固定資産 8,956

有形固定資産 92,816千円

無形固定資産 7,059

有形固定資産 218,109千円

無形固定資産 17,951

（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１月１日　至　平成18年６月30日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 544,200 － － 544,200

－ 12 －



①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

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．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 435,015 339,765 95,249

有形固定資産
その他

10,864 8,510 2,353

無形固定資産 43,663 34,202 9,460

合計 489,542 382,478 107,063

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 423,311 340,158 83,153

有形固定資産
その他

82,021 23,800 58,221

無形固定資産 43,663 42,935 727

合計 548,996 406,894 142,101

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械及び装置 435,015 352,511 82,503

有形固定資産
その他

37,664 13,319 24,345

無形固定資産 43,663 38,569 5,094

合計 516,342 404,399 111,942

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 82,522千円

１年超 28,090

合計 110,613

１年内 67,396千円

１年超 78,322

合計 145,718

１年内 82,844千円

１年超 32,216

合計 115,060

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 79,039千円

減価償却費相当額 75,414

支払利息相当額 2,064

支払リース料 55,162千円

減価償却費相当額 53,793

支払利息相当額 1,868

支払リース料 102,315千円

減価償却費相当額 97,335

支払利息相当額 2,987

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、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び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）

前中間会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はありません。
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