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１．平成18年７月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７月31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７月中間期 6,735 3.1 730 93.6 731 63.9

17年７月中間期 6,533 △11.9 377 △36.9 446 △28.6

18年１月期 12,261  678  755  

 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７月中間期 429 62.7 61 43

17年７月中間期 264 △27.4 37 76

18年１月期 465  66 58

（注）①期中平均株式数 18年７月中間期 6,996,665株 17年７月中間期 6,997,193株 18年１月期 6,997,086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７月中間期 14,185 6,693 47.2 956 70

17年７月中間期 13,568 6,176 45.5 882 68

18年１月期 13,370 6,491 48.6 927 75

（注）①期末発行済株式数 18年７月中間期 6,996,577株 17年７月中間期 6,997,068株 18年１月期 6,996,797株

 ②期末自己株式数 18年７月中間期    79,875株 17年７月中間期    79,384株 18年１月期    79,655株

２．平成19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１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 14,812  1,558  896  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 128円11銭

３．配当状況  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年１月期 － － － 20 － 20

19年１月期（実績） － － － － －  

19年１月期（予想） － － － 25 － 25

（注）18年７月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

※　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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は「中間決算短信（連結）」の添付資料６ページを参照して下さい。
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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７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１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  1,211,525   2,081,061   1,611,528   

２．受取手形 ※５ 790,999   799,192   852,852   

３．売掛金  2,979,414   2,433,549   2,257,893   

４．たな卸資産  975,799   1,193,610   899,881   

５．繰延税金資産  65,476   64,474   41,977   

６．その他  188,905   392,060   285,267   

７．貸倒引当金  △1,893   △2,717   △956   

流動資産合計   6,210,226 45.8  6,961,230 49.1  5,948,443 44.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1）建物  1,496,502   1,411,671   1,445,361   

(2）土地  2,424,710   2,412,500   2,424,710   

(3）その他  860,607   849,884   807,617   

有形固定資産合計  4,781,819   4,674,056   4,677,689   

２．無形固定資産  49,820   70,088   64,604   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  509,654   752,326   812,266   

(2）関係会社株式  751,294   766,945   745,305   

(3）長期貸付金  771,731   522,430   703,010   

(4）繰延税金資産  587,581   547,183   503,844   

(5）その他  158,994   144,146   168,037   

(6）貸倒引当金  △23,027   △23,318   △23,117   

(7）投資評価引当金  △230,081   △230,081   △230,081   

投資その他の資産合計  2,526,146   2,479,632   2,679,265   

固定資産合計   7,357,786 54.2  7,223,777 50.9  7,421,560 55.5

資産合計   13,568,013 100.0  14,185,008 100.0  13,370,003 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１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 ※５ 1,795,429   1,985,338   1,649,883   

２．買掛金  778,267   759,135   592,974   

３．短期借入金 ※２ 2,543,662   2,523,658   2,623,660   

４．１年以内償還予定社債  －   50,000   50,000   

５．１年以内返済予定長期借
入金

※２ 335,286   235,330   324,926   

６．未払法人税等  197,135   332,444   24,259   

７．その他 ※５ 447,354   463,500   316,088   

流動負債合計   6,097,134 44.9  6,349,407 44.8  5,581,792 41.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債  －   25,000   50,000   

２．長期借入金 ※２ 525,613   373,483   460,730   

３．退職給付引当金  294,623   301,735   299,682   

４．役員退職慰労引当金  474,486   435,362   486,486   

５．その他  －   6,380   －   

固定負債合計   1,294,723 9.6  1,141,960 8.0  1,296,898 9.7

負債合計   7,391,857 54.5  7,491,367 52.8  6,878,691 51.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,878,061 13.8  － －  1,878,061 14.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,112,852   －   2,112,852   

資本剰余金合計   2,112,852 15.6  － －  2,112,852 15.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  52,366   －   52,366   

２．任意積立金           

(1）固定資産圧縮積立金  56,993   －   56,993   

(2）別途積立金  1,000,000   －   1,000,000   

３．中間（当期）未処分利益  1,037,978   －   1,239,637   

利益剰余金合計   2,147,337 15.8  － －  2,348,997 17.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
    金

  126,817 0.9  － －  240,792 1.8

Ⅴ　自己株式   △88,913 △0.6  － －  △89,391 △0.7

資本合計   6,176,155 45.5  － －  6,491,312 48.6

負債・資本合計   13,568,013 100.0  － －  13,370,003 100.0

           

－ 3 －



  
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１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   － －  1,878,061 13.2  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   2,112,852   －   

資本剰余金合計   － －  2,112,852 14.9  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   52,366   －   

(2）その他利益剰余金           

固定資産圧縮積立金  －   50,233   －   

別途積立金  －   1,000,000   －   

繰越利益剰余金  －   1,536,279   －   

利益剰余金合計   － －  2,638,878 18.6  － －

４．自己株式   － －  △89,865 △0.6  － －

株主資本合計   － －  6,539,927 46.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  153,713 1.1  － －

評価・換算差額等合計   － －  153,713 1.1  － －

純資産合計   － －  6,693,640 47.2  － －

負債純資産合計   － －  14,185,008 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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   6,533,743 100.0  6,735,575 100.0  12,261,331 100.0

Ⅱ　売上原価   5,191,291 79.5  4,970,181 73.8  9,737,995 79.4

売上総利益   1,342,452 20.5  1,765,394 26.2  2,523,375 20.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   965,363 14.8  1,035,292 15.4  1,844,953 15.1

営業利益   377,089 5.7  730,101 10.8  678,421 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  99,664 1.5  39,845 0.6  140,639 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,408 0.4  38,325 0.5  63,998 0.5

経常利益   446,344 6.8  731,620 10.9  755,062 6.2

Ⅵ　特別利益   47,503 0.7  2,629 0.0  66,037 0.5

Ⅶ　特別損失  ※４  30,328 0.4  2,170 0.0  39,636 0.3

税引前中間(当期)純利益   463,519 7.1  732,079 10.9  781,464 6.4

法人税、住民税及び事業
税

 170,775   309,071   257,084   

法人税等調整額  28,514 199,290 3.1 △6,809 302,261 4.5 58,492 315,576 2.6

中間（当期）純利益   264,228 4.0  429,817 6.4  465,887 3.8

前期繰越利益   773,749   －   773,749  

中間(当期)未処分利益   1,037,978   －   1,239,637  
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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２月１日　至平成18年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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

利益剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年１月31日　

残高     （千円）
1,878,061 2,112,852 2,112,852 52,366 56,993 1,000,000 1,239,637 2,348,997 △89,391 6,250,519

中間会計期間中の変

動額

剰余金の配当 － － － － － － △139,935 △139,935 － △139,935

中間純利益 － － － － － － 429,817 429,817 － 429,817

自己株式の取得 － － － － － － － － △474 △474

固定資産圧縮積立

金の取崩し
－ － － － △6,759 － 6,759 － － －

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）

－ － － － △6,759 － 296,641 289,881 △474 289,407

平成18年７月31日　

残高     （千円）
1,878,061 2,112,852 2,112,852 52,366 50,233 1,000,000 1,536,279 2,638,878 △89,865 6,539,927

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年１月31日　残高        （千円） 240,792 240,792 6,491,312

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △139,935

中間純利益 － － 429,817

自己株式の取得 － － △474

固定資産圧縮積立金の取崩し － － －

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）
△87,079 △87,079 △87,079

中間会計期間中の変動額合計    （千円） △87,079 △87,079 202,328

平成18年７月31日　残高        （千円） 153,713 153,713 6,693,640

－ 6 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

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

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

…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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

…個別法による原価法

　ただし、金属・樹脂印刷、プリ

ント基板および太陽電池ウェーハ

は、移動平均法による原価法に

よっております。

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品

同左

原材料

…移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

…最終仕入原価法

貯蔵品

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

…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　　　 31年～38年

　機械装置　 ６年～12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）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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。

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）投資評価引当金

　子会社への投資に対する損失に

備えるため、その財政状態等を勘

案して計上しております。

(2）投資評価引当金

同左

(2）投資評価引当金

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。

　また、数理計算上の差異につい

ては、翌事業年度に全額費用処理

することとしております。

(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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

　また、数理計算上の差異につい

ては、翌事業年度に全額費用処理

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充て

るため内規に基づく中間期末要支

給額を引当計上しております。

(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充て

るため内規に基づく期末要支給額

を引当計上しております。

４．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、換算差額は損益として処理して

おります。

４．外貨建の資産および負債の本邦通

貨への換算基準

同左

４．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、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。

５．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。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、「仮払消費税等」および

「仮受消費税等」は相殺し、流動負

債の「その他」に含めて表示してお

ります。

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、「仮払消費税等」および

「仮受消費税等」は相殺し、流動資

産の「その他」に含めて表示してお

ります。

６．その他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

　税抜方式によっております。

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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

（「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同会計基準及び同

適用指針を適用しております。

  これにより、税引前中間純利益は

27,234千円減少しております。

  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

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

────── （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

（「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、

当事業年度から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。

  これにより、税引前当期純利益は

27,234千円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

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）

  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6,693,640千円であります。

  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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

（中間貸借対照表） 

  「長期貸付金」は前中間会計期間においては投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間において資産の総額の100分の５を超えた

ため、区分掲記しております。なお、前中間会計期間の

投資その他の資産の「その他」に含まれている「長期貸

付金」は607,119千円であります。

───── 
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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７月31日）

当中間会計期間末
（平成18年７月31日）

前事業年度末
（平成18年１月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,316,363千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

                  3,600,184千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       3,469,209千円

※２．担保に供している資産

イ．担保差入資産

※２．担保に供している資産

イ．担保差入資産

※２．担保に供している資産

イ．担保差入資産

建物      941,678千円

土地 1,440,309

合計 2,381,988

建物 890,043千円

土地 1,439,984

合計 2,330,028

建物   907,870千円

土地  1,439,984

合計 2,347,855

（注）担保に供している土地のうち11,885千

円は、㈱エーシックとの共有分であり、当社

持分を㈱エーシックの銀行借入53,450千円に

担保提供しているもので、当該借入額は下

記 ロ.に含まれておりません。

（注）担保に供している土地のうち11,885千

円は、㈱エーシックとの共有分であり、当社

持分を㈱エーシックの銀行借入49,730千円に

担保提供しているもので、当該借入額は下記

に含まれておりません。

（注）担保に供している土地のうち11,885千

円は、㈱エーシックとの共有分であり、当社

持分を㈱エーシックの銀行借入51,590千円に

担保提供しているもので、当該借入額は下記

に含まれておりません。

ロ．債務の内容 ロ．債務の内容 ロ．債務の内容

短期借入金    1,139,967千円

１年以内返済予定

長期借入金
      279,374

長期借入金       417,075

合計 1,836,416

短期借入金 1,259,955千円

１年以内返済予定

長期借入金
161,818

長期借入金 255,257

合計 1,677,030

短期借入金   1,199,961千円

１年以内返済予定

長期借入金
251,486

長期借入金 305,748

合計 1,757,195

　３．保証債務

　下記のとおり保証を行っております。

　３．保証債務

　下記のとおり保証を行っております。

　３．保証債務

　下記のとおり保証を行っております。

保証相手先 保証額

（銀行借入）  

㈱トヨクニ  39,662千円

 エクセル㈱ 183,816

（材料購入）  

エクセル㈱ 22,141

合計 245,620

保証相手先 保証額

（銀行借入）  

㈱トヨクニ 33,518千円

エクセル㈱ 174,540

（材料購入）  

エクセル㈱ 1,220

合計 209,279

保証相手先 保証額

（銀行借入）  

㈱トヨクニ 36,362千円

エクセル㈱    179,178

合計 215,540

  ４．受取手形割引高          70,000千円

 

  ４．        ──────

 

  ４．受取手形割引高          30,000千円

 

※５．中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の処理方法に

ついては、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。中間会計

期間末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。

    受取手形             45,585千円

    支払手形            428,245      

    設備関係支払手形      3,974     

※５．        ──────

              

※５．        ──────

 

－ 11 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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      7,045千円

技術指導料       16,600

為替差益       46,759

補償金収入  12,577

受取利息 7,591千円

技術指導料 19,200

             

        

受取利息      13,591千円

技術指導料       35,800

為替差益       54,339

※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 16,503千円

技術指導費用 13,539    

支払利息 14,526千円

技術指導費用 16,417

為替差損 7,050

支払利息  32,685千円

技術指導費用   29,337

　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     152,812千円

無形固定資産      7,654

有形固定資産 146,743千円

無形固定資産 9,192

有形固定資産  321,895千円

無形固定資産 14,677

※４．減損損失 ※４．         ────── ※４．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。 

地域 種類 用途
減損金額

(千円)

 広島県深安郡  土地  遊休 8,996

 長野県諏訪市  土地  遊休 12,071

 兵庫県赤穂郡  土地  遊休 6,166

 

    

     

    

    

  当事業年度において、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。 

地域 種類 用途
減損金額

(千円)

 広島県深安郡  土地  遊休 8,996

 長野県諏訪市  土地  遊休 12,071

 兵庫県赤穂郡  土地  遊休 6,166

 

  当社は事業の種類別に資産をグルーピン

グしております。そのうち、現在遊休状態

となっている当社の土地の一部については

今後も事業の用に供する予定がないため、

当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（27,234千円）

として特別損失に計上しております。なお、

遊休不動産の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産鑑定評価額等

に基づいて算定しております。

   当社は事業の種類別に資産をグルーピン

グしております。そのうち、現在遊休状態

となっている当社の土地の一部については

今後も事業の用に供する予定がないため、

当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（27,234千円）

として特別損失に計上しております。なお、

遊休不動産の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産鑑定評価額等

に基づいて算定しております。
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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２月１日　至　平成18年７月31日）

１．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）

自己株式     

普通株式 79,655 220 － 79,875

合 計 79,655 220 － 79,875

（注）自己株式（普通株式）の増加220株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

（借手側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額およ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

（借手側）

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

（借手側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

 
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)

機械装置 3,770 3,402 367

ソフトウェ
ア

12,130 11,479 650

合計 15,900 14,882 1,017

 
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)

機械装置 3,770 3,653 116

 
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)

機械装置 3,770 3,551 218

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等

    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  223,580千円

１年超 452,799

合計 676,380

１年内 215,905千円

１年超 400,620

合計 616,525

１年内  243,533千円

１年超 497,137

合計 740,670

３．当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額

３．当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料      1,719千円

減価償却費相当額 1,362

支払利息相当額 60

支払リース料 366千円

減価償却費相当額 101

支払利息相当額 15

支払リース料 2,804千円

減価償却費相当額 2,161

支払利息相当額 90

４．減価償却費相当額の算定方法

(1）有形固定資産については、リース期間

を耐用年数とした定率法による減価償却

費相当額に、残存価額が零となるよう、

９分の10を乗じて算定しております。

４．減価償却費相当額の算定方法

    有形固定資産については、リース期間

を耐用年数とした定率法による減価償却

費相当額に、残存価額が零となるよう、

９分の10を乗じて算定しております。

４．減価償却費相当額の算定方法

(1）有形固定資産については、リース期間

を耐用年数とした定率法による減価償却

費相当額に、残存価額が零となるよう、

９分の10を乗じて算定しております。

(2）ソフトウェアについては、リース期間

を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。

(2）ソフトウェアについては、リース期間

を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。

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

当額と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

（貸手側）

１．未経過リース料中間期末残高相当額

（貸手側）

１．未経過リース料中間期末残高相当額

（貸手側）

１．未経過リース料期末残高相当額

１年内  222,179千円

１年超 452,379

合計 674,559

１年内 215,485千円

１年超 400,620

合計 616,105

１年内 242,824千円

１年超 497,076

合計 739,900

（注）　上記はすべて転貸リース取引に係る

貸手側の未経過リース料中間期末残高

相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引は同一の

条件で第三者にリースしているので、

同額の残高が上記の借手側の未経過リー

ス料中間期末残高相当額に含まれてお

ります。

（注）　　　　　　同左 （注）　上記はすべて転貸リース取引に係る

貸手側の未経過リース料期末残高相当

額であります。

　なお、当該転貸リース取引は同一の

条件で第三者にリースしているので、

同額の残高が上記の借手側の未経過リー

ス料期末残高相当額に含まれておりま

す。
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（有価証券関係）

　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。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額    882円68銭    956円70銭       927円75銭

１株当たり中間（当期）純利

益
  37円76銭   61円43銭     66円58銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前事業年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

中間（当期）純利益（千円） 264,228 429,817 465,887

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）
264,228 429,817 465,887

期中平均株式数（千株） 6,997 6,996 6,997

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　該当事項はありません。 同左 同左
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