
 
 

 

平成 18 年 12 月期  個別中間財務諸表の概要      平成 18 年８月 25 日 

上 場 会 社 名        神明電機株式会社             上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号        ６９５６                 本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.shinmei-e.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 松村 清継 
問合せ先責任者 役職名 総務部長     氏名 仲丸 雅隆     ＴＥＬ (044)555－1211 
決算取締役会開催日 平成 18 年８月 25 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 1,000 株) 
１． 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                                 （百万円未満切捨て） 

 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 
17 年６月中間期 

4,336（ 10.7）
3,918（  －）

108（ 114.9）
50（  －）

538（△44.7）
974（  －）

17 年 12 月期 8,656（  －） 426（  －） 2,140（  －）
 
 

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 
17 年６月中間期 

△ 151（  －） 
503（  －） 

△ 22 40 
74 34 

17 年 12 月期 1,172（  －） 173 00 

 
 

(注)①期中平均株式数 18年６月中間期 6,769,327株 17年６月中間期 6,778,209株 17年12月期 6,776,531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６月中間期 
17 年６月中間期 

13,061 
13,435 

11,580
11,275

88.7 
83.9 

1,711 32
1,663 90

17 年 12 月期 14,429 12,175 84.4 1,798 03
(注)①期末発行済株式数 18年６月中間期 6,767,242株 17年６月中間期 6,776,372株 17年12月期 6,771,742株 

②期末自己株式数  18年６月中間期  595,850株 17年６月中間期  586,720株 17年12月期  591,350株 
 
２．18 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 

 百万円 百万円 百万円

通   期 8,800 860 100

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 14 円 77 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 ― 20.0 20.0 

18 年 12 月期（実績） ― ― 

18 年 12 月期（予想） ― 20.0 
20.0 

 
 
 

※ 上記の業績予想は、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、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場合があります。 
  なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の６ページを御参照ください。 
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6．個別財務諸表等 
① 中間貸借対照表 

 

注記
番号

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金預金 1,064,761 3,681,459 △ 2,616,698 4,269,712

２．受取手形 (※3) 51,346 59,448 △ 8,102 72,059

３．売掛金 1,729,053 1,634,514 94,539 1,724,912

４．商品・製品 207,737 216,790 △ 9,053 159,751

５．仕掛品 67,826 17,224 50,602 17,368

６．原材料・貯蔵品 15,316 15,041 275 19,690

７．繰延税金資産 21,500 29,392 △ 7,892 68,114

８．未収入金 137,156 68,895 68,261 6,669

９．その他の流動資産 (※2) 65,653 68,206 △ 2,553 99,067

10．貸倒引当金 △ 1,900 △ 4,100 2,200 △ 4,600

流動資産合計 3,358,451 25.7 5,786,874 43.1 △ 2,428,423 6,432,746 44.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物・構築物 355,107 370,457 △ 15,350 363,942

(2）機械装置 208,800 213,076 △ 4,276 230,606

(3）車両運搬具 535 1,004 △ 469 902

(4）工具器具備品 83,130 41,907 41,223 88,907

(5）土地 885,572 945,562 △ 59,990 945,562

(6）建設仮勘定 18,143 36,111 △ 17,968 －

有形固定資産合計 (※1) 1,551,289 11.9 1,608,120 12.0 △ 56,831 1,629,921 11.3

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 30,824 42,117 △ 11,293 35,948

(2）その他の無形固定
  　資産

無形固定資産合計 31,346 0.2 42,639 0.3 △ 11,293 36,470 0.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,634,318 1,003,716 1,630,602 1,281,955

(2）関係会社株式 1,489,407 1,489,407 － 1,489,407

(3）関係会社出資金 2,686,000 2,686,000 － 2,686,000

(4）長期性預金 700,000 － 700,000 －

(5）長期貸付金 48,735 69,475 △ 20,740 54,755

(6）長期前払費用 46,902 3,106 43,796 65,479

(7）保険積立金 509,625 741,210 △ 231,585 748,218

(8）その他の投資 14,658 14,526 132 14,526

(9）貸倒引当金 △ 9,400 △ 9,600 200 △ 9,500

投資その他の資産合計 8,120,248 62.2 5,997,843 44.6 2,122,405 6,330,842 43.9

固定資産合計 9,702,884 74.3 7,648,603 56.9 2,054,281 7,997,234 55.4

資産合計 13,061,335 100.0 13,435,477 100.0 △ 374,142 14,429,980 100.0

構成比
（％）

増減

－

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成17年12月31日現在）

金額（千円）金額（千円）

521

（平成17年６月30日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

521

当中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

521

前中間会計期間末

区分
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注記
番号

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 696,732 673,111 23,621 709,872

２．未払金 64,125 89,993 △ 25,868 58,391

３．未払費用 57,744 62,012 △ 4,268 64,409

４．未払法人税等 5,221 189,765 △ 184,544 723,033

５．賞与引当金 23,000 20,700 2,300 21,000

６．為替予約 404,152 835,607 △ 431,455 235,760

７．その他の流動負債 27,445 28,848 △ 1,403 31,371

流動負債合計 1,278,421 9.8 1,900,038 14.2 △ 621,617 1,843,838 12.8

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 201,983 249,554 △ 47,571 410,374

２．退職給付引当金 － 10,691 △ 10,691 －

固定負債合計 201,983 1.5 260,245 1.9 △ 58,262 410,374 2.8

負債合計 1,480,404 11.3 2,160,283 16.1 △ 679,879 2,254,213 15.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － － 537,050 4.0 △ 537,050 537,050 3.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 － 377,050 △ 377,050 377,050

２．その他資本剰余金

(1）自己株式処分差益 － 80 △ 80 80

資本剰余金合計 － － 377,130 2.8 △ 377,130 377,130 2.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 － 134,262 △ 134,262 134,262

２．任意積立金

(1）固定資産圧縮積立金 － 336,441 △ 336,441 336,441

(2）退職慰労積立金 － 534,000 △ 534,000 534,000

(3）別途積立金 － 9,360,000 △ 9,360,000 9,360,000

任意積立金合計 － 10,230,441 △ 10,230,441 10,230,441

３．中間未処分利益又は
　　当期未処分利益

利益剰余金合計 － － 10,957,607 81.5 △ 10,957,607 11,626,101 80.6

Ⅳ　株式等評価差額金

１．その他有価証券評価差
　　額金

Ⅴ　自己株式 － － △ 679,315 △ 5.0 679,315 △ 687,217 △ 4.7

資本合計 － － 11,275,193 83.9 △ 11,275,193 12,175,767 84.4

負債及び資本合計 － － 13,435,477 100.0 △ 13,435,477 14,429,980 100.0

金額（千円）
構成比

2.2

1,261,397

要約貸借対照表

（平成17年12月31日現在）

前事業年度の

（％）
金額（千円）区分

当中間会計期間末

金額（千円）
構成比
（％）

構成比
（％）

金額（千円）

322,7020.6－

（平成17年６月30日現在）（平成18年６月30日現在）

増減

592,903－ △ 592,903

前中間会計期間末

82,721－ △ 82,721
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注記
番号

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 537,050 4.1 － － 537,050 － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 377,050 － 377,050 －

(2）その他資本剰余金 80 － 80 －

資本剰余金合計 377,130 2.9 － － 377,130 － －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 134,262 － 134,262 －

(2）その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 330,012 － 330,012 －

別途積立金 9,360,000 － 9,360,000 －

繰越利益剰余金 1,514,782 － 1,514,782 －

利益剰余金合計 11,339,056 86.8 － － 11,339,056 － －

４．自己株式 △ 695,519 △ 5.3 － － △ 695,519 － －

株主資本合計 11,557,718 88.5 － － 11,557,718 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
　　額金

評価・換算差額等合計 23,212 0.2 － － 23,212 － －

純資産合計 11,580,930 88.7 － － 11,580,930 － －

負債純資産合計 13,061,335 100.0 － － 13,061,335 － －

増減

－ －23,212 0.2 － － 23,212

（平成17年12月31日現在）

構成比
金額（千円）

当中間会計期間末 前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在） （平成17年６月30日現在）

前事業年度の

要約貸借対照表

金額（千円）
構成比

区分 金額（千円）
構成比

金額（千円）
（％） （％） （％）
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② 中間損益計算書 

 

注記
番号

Ⅰ　売上高 4,336,305 100.0 3,918,824 100.0 417,481 8,656,316 100.0

Ⅱ　売上原価 3,565,081 82.2 3,220,244 82.2 344,837 6,999,768 80.9

売上総利益 771,223 17.8 698,580 17.8 72,643 1,656,548 19.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 662,396 15.3 647,945 16.5 14,451 1,229,932 14.2

営業利益 108,826 2.5 50,634 1.3 58,192 426,616 4.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 426,551 385,195 41,356 433,564

２．為替差益 － 529,555 △ 529,555 1,266,943

３．雑収入 (※1) 216,647 8,892 207,755 14,212

営業外収益計 643,199 14.8 923,644 23.5 △ 280,445 1,714,721 19.8

Ⅴ　営業外費用

１．為替差損 213,266 － 213,266 －

２．雑支出 － － － 1,239

営業外費用計 213,266 4.9 － － 213,266 1,239 0.0

経常利益 538,759 12.4 974,278 24.8 △ 435,519 2,140,098 24.7

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券処分益 17,563 － 17,563 －

２．貸倒引当金戻入益 2,800 － 2,800 －

３．保険積立金清算益 161,328 － 161,328 －

４．前期損益修正益 4,073 － 4,073 －

特別利益計 185,765 4.3 － － 185,765 － －

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 (※2) 437 2,005 △ 1,568 2,899

２．役員退職慰労金 842,843 18,900 823,943 18,900

３．子会社整理損 － － － 2,570

４．減損損失 (※2) 59,990 － 59,990 －

特別損失計 903,270 20.8 20,905 0.5 882,365 24,369 0.3

税引前中間（当期）純利益
又は税引前中間純損失（△）

法人税、住民税及び事業税 700 0.0 193,536 4.9 △ 192,836 727,296 8.4

法人税等調整額 40,391 1.0 255,960 6.5 △ 215,569 216,061 2.5

還付法人税等 △ 68,227 △ 1.6 － － △ 68,227 － －

中間（当期）純利益
又は中間純損失（△）

前期繰越利益 － 89,027 △ 89,027 89,027

中間（当期）未処分利益 － 592,903 △ 592,903 1,261,397

2,115,728 24.4

（自　平成18年１月１日
　　至　平成18年６月30日）

百分比

　　至　平成17年６月30日）

百分比

増減

前事業年度の

要約損益計算書

区分
金額（千円）金額（千円）

当中間会計期間 前中間会計期間

（自　平成17年１月１日 （自　平成17年１月１日
　　至　平成17年12月31日）

百分比
（％）

金額（千円） 金額（千円）
（％）（％）

△ 1,132,118

△ 151,609 △ 3.5 △ 655,484

△ 178,745 △ 4.1 953,373 24.3

1,172,370 13.5503,875 12.9
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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） 

 

 

平成17年12月31日
残高（千円）

537,050 377,050 80 377,130 134,262 336,441 534,000 9,360,000 1,261,397 11,626,101 △ 687,217 11,853,064

中間会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積
立金の取崩し

△ 6,429 6,429 － －

退職慰労積立金
の取崩し

△ 534,000 534,000 － －

剰余金の配当 △ 135,434 △ 135,434 △ 135,434

中間純損失
（△）

△ 151,609 △ 151,609 △ 151,609

自己株式の取得 △ 8,301 △ 8,301

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）

－ － － － － △ 6,429 △ 534,000 － 253,384 △ 287,044 △ 8,301 △ 295,346

平成18年６月30日
残高（千円）

537,050 377,050 80 377,130 134,262 330,012 － 9,360,000 1,514,782 11,339,056 △ 695,519 11,557,718

株主資本

資本金
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

株主資本合
計

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

利益剰余金

自己株式

固定資産圧
縮積立金

退職慰労積
立金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成17年12月31日
残高（千円）

322,702 322,702 12,175,767

中間会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積
立金の取崩し

－

退職慰労積立金
の取崩し

－

剰余金の配当 △ 135,434

中間純損失
（△）

△ 151,609

自己株式の取得 △ 8,301

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額）

△ 299,490 △ 299,490 △ 299,490

中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

△ 299,490 △ 299,490 △ 594,836

平成18年６月30日
残高（千円）

23,212 23,212 11,580,930

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差額等

評価・換算差
額等合計

純資産合計
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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 

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

移動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 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて、

入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(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 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(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、売却原価は移動平均

法により算定） 

時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

移動平均法による原価法

（金型については個別法） 

原材料 

移動平均法による原価法 

貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(3) たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

同左 

 

原材料 

同左 

貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

同左 

 

原材料 

同左 

貯蔵品 

同左 
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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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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） 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ７～50年 

 機械装置    10～12年 

 工具器具備品  ２～20年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 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）に基づく定

額法を採用しています。 

(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 

 定額法を採用しています。 

(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 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

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

います。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき金額を計上し

ています。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上してい

ます。 
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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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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います。 

(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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しています。 

（会計方針の変更） 

 従来、実際運用収益が期待運用

収益を超過したこと等による数

理計算上の差異の発生又は給付

水準を引き下げたことによる過

去勤務債務の発生により、年金資

産が企業年金制度に係る退職給

付債務を超えることとなった場

合における当該超過額（以下「未

認識年金資産」という）は「退職

給付に係る会計基準注解」（注

１）１により資産及び利益として

認識しておりませんでしたが、平

成17年３月16日付で「退職給付に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成10年６月16日）の一部が改正

され、早期適用により平成17年３

月31日に終了する事業年度に係

る財務諸表についても未認識年

金資産を資産及び利益として認

識することが認められました。こ

れに伴い、「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第

７号平成17年３月16日）を適用

し、当事業年度から未認識年金資

産を数理計算上の差異として費

用の減額処理の対象としており

ます。これにより長期前払費用が

63,727千円増加し、売上総利益が

15,469千円、営業利益が56,844

千円、経常利益及び税引前当期純

利益が63,727千円各々増加して

おります。 
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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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

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、換算差額は損益として処理し

ています。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

同左 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の

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い

ます。 

５．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 

５．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 

５．その他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 

 税抜方式を採用しています。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 
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 

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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） 

（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

前中間純損失は59,990千円増加して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該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） 

 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11,580,930千円であります。 

 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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表示の変更 

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年12月１日より施行されたこと及び

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報

告第14号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合出資金及

びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）を「投資有価証券」

として表示する方法に変更しております。 

 なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含まれ

ている当該出資の額は630,101千円、前中間会計期間末の

投資その他の資産の「出資金」に含まれている当該出資

の額は571,482千円であります。 

 
追加情報 

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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） 

────── （法人事業税における外形標準課税

部分の中間損益計算書上の表示方

法） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割7,266千円を販売

費及び一般管理費として処理してお

ります。 

（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方法） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割15,293千円を販売費及

び一般管理費として処理しておりま

す。 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間会計期間末 
（平成17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 

1,690,842千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,621,493千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,652,728千円

※２ 消費税等 ※２ 消費税等 ※２ 消費税等 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、差額の未収消費税

等34,958千円は、「その他の流

動資産」に含めて表示していま

す。 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、差額の未収消費税

等37,013千円は、「その他の流

動資産」に含めて表示していま

す。 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、差額の未収消費税

等66,143千円は、「その他の流

動資産」に含めて表示していま

す。 

※３    ────── ※３    ────── ※３ 期末日満期手形 

 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

決済処理をしております。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 3,775千円 
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（中間損益計算書関係） 

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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１    ──────  
投資事業組合
利益金 

214,731千円

  

 
投資事業組合
利益金 

4,701千円

  

 
  

  

※２ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 

※２ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 

※２ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損  
車両運搬具 311千円

工具器具備品 126千円

計 437千円
  

 
機械装置 1,856千円

工具器具備品 149千円

計 2,005千円
  

 
機械装置 2,750千円

工具器具備品 149千円

計 2,899千円
  

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ました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

長野県 
北佐久郡 
軽井沢町 

遊休 
資産 

土地 59,990 

 当社は、管理会計上の区分に

基づきグルーピングを行い、遊

休資産については個別物件単

位でグルーピングしておりま

す。 

上記資産については、継続的な

地価の下落が生じていること

から帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損

失59,990千円として特別損失

に計上しております。 

 なお、上記資産の回収可能価

額は正味売却価額により測定

しており、路線価及び固定資産

税評価額、近隣の状況を勘案し

合理的な調整を行い算定して

おります。 

────── 

 

────── 

 

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  
有形固定資産 46,984千円

無形固定資産 5,123千円
  

 
有形固定資産 34,138千円

無形固定資産 6,198千円
  

 
有形固定資産 88,060千円

無形固定資産 12,367千円
  

 
（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） 591,350 4,500 － 595,850

合計 591,350 4,500 － 595,850

（注）普通株式の自己株式数の増加4,500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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（有価証券関係） 
 当中間会計期間、前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） 

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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株当たり純資産額 

1,711.32円 

１株当たり中間純損失金額 

22.40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、1株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 

1,663.90円 

１株当たり中間純利益金額 

74.34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。

１株当たり純資産額 

1,798.03円 

１株当たり当期純利益金額 

173.00円 

 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） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

 
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）

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17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）

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円） 

△ 151,609 503,875 1,172,370 

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）純利益又は普
通株式に係る中間純損失（△）（千円） 

△ 151,609 503,875 1,172,370 

期中平均株式数（株） 6,769,327 6,778,209 6,776,531 

 


