
平成 19年 3月期    個別中間財務諸表の概要 平成 18年 10月 24日

上   場   会   社   名       株式会社　有沢製作所 上場取引所 東証１部

コード番号       5208 本社所在都道府県

（ＵＲＬ　htｔp://www.arisawa.co.jp/） 新潟県

代　　　表　　　者　　　代表取締役社長　　　　有沢　三治

問合せ先責任者　　　取締役常務執行役員　飯塚　哲朗 TEL (025) 524 - 7101
中間決算取締役会開催日　　平成 18年 10月 24日 中間配当支払開始日　　      平成  －年 －月 －日
単元株制度採用の有無　有(１単元　100 株)

１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)経営成績 （注）百万円未満切捨て表示

売   上   高 営　業　利　益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 22,907 11.9 1,528 △ 9.3 2,346 △ 1.2
17年 9月中間期 20,475 △ 32.1 1,686 △ 68.0 2,373 △ 58.3
18年 3月期 41,696 2,982 3,676

１ 株 当 た り 中 間
( 当 期 ） 純 利 益

百万円 ％ 円　　銭
18年 9月中間期 1,555 10.4 43.88
17年 9月中間期 1,408 △ 59.0 38.80
18年 3月期 2,419 67.31
(注)①期中平均株式数    18年 9月中間期    35,440,415 株   17年 9月中間期    36,293,719 株   18年 3月期    35,946,424 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
１株当たり

純資産
百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 9月中間期 48,802 33,408 68.4 945.38
17年 9月中間期 46,744 33,325 71.3 927.37
18年 3月期 45,884 33,370 72.7 940.76
(注)①期末発行済株式数　18年 9月中間期  35,328,602 株  　17年 9月中間期  35,935,054 株  　18年 3月期　35,472,132 株

 　 ②期末自己株式数　　18年 9月中間期   1,218,427 株  　17年 9月中間期     558,375 株  　18年 3月期   1,053,997 株

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）

百万円 百万円 百万円
　通期 43,300 3,290 2,150
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   60円 86 銭 

３. 配当状況
１株当たり配当金（円）

　・現金配当 中間期末 期末 年間
18年 3月期 － 33.00 33.00
19年 3月期（実績） － －
19年 3月期（予想） － 26.00

※上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果
　となる可能性があります。

26.00

中間(当期）純利益

総  資  産 純  資  産

　

自己資本比率

売   上   高 経　常　利　益 当　期　純　利　益
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２【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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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  3,848,894   5,331,121   5,449,609   

２ 受取手形 ※６ 1,391,422   2,363,720   1,509,606   

３ 売掛金  8,314,193   9,898,705   7,728,694   

４ たな卸資産  6,756,047   7,046,654   6,578,097   

５ 繰延税金資産  470,895   182,192   182,192   

６ その他  1,553,748   1,175,464   1,215,992   

貸倒引当金  △10,765   △45,888   △49,346   

流動資産合計   22,324,437 47.8  25,951,971 53.2  22,614,846 49.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物 
※１ 
※２ 6,762,337   6,681,363   6,736,070   

(2）機械及び装置 
※１ 
※２ 7,272,267   6,599,903   6,667,486   

(3）土地 ※２ 1,389,464   1,391,077   1,389,464   

(4）建設仮勘定  1,440,853   623,808   758,743   

(5）その他 
※１ 
※２ 644,741   711,338   694,199   

計  17,509,665   16,007,490   16,245,964   

２ 無形固定資産  105,564   143,397   92,583   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,991,488   2,754,649   3,098,885   

(2）関係会社株式  2,992,243   3,309,501   3,219,463   

(3）その他  938,523   843,203   781,910   

貸倒引当金  △117,613   △207,757   △168,716   

計  6,804,642   6,699,597   6,931,542   

固定資産合計   24,419,872 52.2  22,850,485 46.8  23,270,091 50.7 

資産合計   46,744,309 100.0  48,802,456 100.0  45,884,937 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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 支払手形 ※６ 4,908,840   6,502,566   5,271,614   

２ 買掛金  4,738,701   4,925,787   4,127,286   

３ 短期借入金 
※２ 
※４ 190,000   190,000   190,000   

４ 未払法人税等  778,840   774,078   662,472   

５ 設備関係支払手形  1,004,175   661,275   433,223   

６ 賞与引当金  455,551   819,818   618,181   

７ その他 ※５ 876,177   1,173,173   767,795   

流動負債合計   12,952,287 27.7  15,046,701 30.8  12,070,573 26.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債  365,300   271,732   344,905   

２ その他  101,555   75,998   98,561   

固定負債合計   466,855 1.0  347,730 0.7  443,466 1.0 

負債合計   13,419,143 28.7  15,394,432 31.5  12,514,040 27.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   7,073,223 15.1  － －  7,101,486 15.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  6,185,254   －   6,213,517   

資本剰余金合計   6,185,254 13.2  － －  6,213,517 13.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  748,262   －   748,262   

２ 任意積立金  16,351,790   －   16,351,790   

３ 中間（当期）未処分
利益 

 3,501,193   －   4,326,507   

利益剰余金合計   20,601,247 44.1  － －  21,426,561 46.7 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   851,350 1.8  － －  1,073,469 2.3 

Ⅴ 自己株式   △1,385,911 △2.9  － －  △2,444,136 △5.3 

資本合計   33,325,165 71.3  － －  33,370,897 72.7 

負債資本合計   46,744,309 100.0  － －  45,884,937 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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 
（％） 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  7,117,251 14.6  － － 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   6,229,282   －   

資本剰余金合計   － －  6,229,282 12.8  － － 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   748,262   －   

(2) その他利益剰余金           

配当準備金  －   171,600   －   

固定資産圧縮積立
金  －   59,989   －   

特別償却準備金  －   2,489   －   

別途積立金  －   18,130,000   －   

繰越利益剰余金  －   2,698,887   －   

利益剰余金合計   － －  21,811,229 44.7  － － 

４ 自己株式   － －  △2,724,400 △5.6  － － 

株主資本合計   － －  32,433,362 66.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
差額金   － －  965,701 2.0  － － 

評価・換算差額等合計   － －  965,701 2.0  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  8,961 0.0  － － 

純資産合計   － －  33,408,024 68.5  － － 

負債純資産合計   － －  48,802,456 100.0  － － 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   20,475,304 100.0  22,907,321 100.0  41,696,008 100.0 

Ⅱ 売上原価   17,116,365 83.6  19,650,429 85.8  35,422,091 84.9 

売上総利益   3,358,939 16.4  3,256,892 14.2  6,273,916 15.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,672,503 8.2  1,728,076 7.5  3,291,141 7.9 

営業利益   1,686,435 8.2  1,528,815 6.7  2,982,775 7.2 

Ⅳ 営業外収益  ※１  855,050 4.2  967,057 4.2  1,220,275 2.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  167,669 0.8  149,595 0.7  526,079 1.3 

経常利益   2,373,817 11.6  2,346,277 10.2  3,676,972 8.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  127,034 0.6  14,308 0.1  700,360 1.7 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

 263,554 1.3  17,331 0.1  807,286 1.9 

税引前中間(当期)純
利益 

  2,237,297 10.9  2,343,254 10.2  3,570,046 8.6 

法人税、住民税及び
事業税 ※７ 829,109   788,005   1,033,000   

法人税等調整額 ※７ － 829,109 4.0 － 788,005 3.4 117,494 1,150,494 2.8 

中間(当期)純利益   1,408,188 6.9  1,555,248 6.8  2,419,552 5.8 

前期繰越利益   2,093,005   －   2,093,005  

合併による未処理損
失引継額   －   －   △186,049  

中間(当期)未処分利
益   3,501,193   －   4,326,507  
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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４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
 

資本金 
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 
（注） 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円）

7,101,486 6,213,517 6,213,517 748,262 20,678,298 21,426,561 △2,444,136 32,297,427 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 15,764 15,764 15,764     31,529 

剰余金の配当     △1,170,580 △1,170,580  △1,170,580 

中間純利益     1,555,248 1,555,248  1,555,248 

自己株式の取得       △280,263 △280,263 

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） 15,764 15,764 15,764 － 384,668 384,668 △280,263 135,934 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 7,117,251 6,229,282 6,229,282 748,262 21,062,966 21,811,229 △2,724,400 32,433,362 

 

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 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 1,073,469 1,073,469 － 33,370,897 

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    31,529 

剰余金の配当    △1,170,580 

中間純利益    1,555,248 

自己株式の取得    △280,263 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額 
（純額） 

△107,768 △107,768 8,961 △98,806 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

△107,768 △107,768 8,961 37,127 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 965,701 965,701 8,961 33,408,024 
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（注）その他利益剰余金の内訳 

 配当準備金 
固定資産 
圧縮積立金 

固定資産 
圧縮特別 
勘定積立金 

特別償却 
準備金 別途積立金 

繰越利益 
剰余金 合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 171,600 4,608 41,166 4,415 16,130,000 4,326,507 20,678,298 

中間会計期間中の変動額        

固定資産圧縮積立金の積立 
（注）  62,859    △62,859 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 
（注）  △7,479    7,479 － 

固定資産圧縮特別勘定積立
金の取崩（注） 

  △41,166   41,166 － 

特別償却準備金の取崩 
（注）    △1,925  1,925 － 

別途積立金の積立（注）     2,000,000 △2,000,000 － 

剰余金の配当（注）      △1,170,580 △1,170,580 

中間純利益      1,555,248 1,555,248 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） － 55,380 △41,166 △1,925 2,000,000 △1,627,619 384,668 

平成18年９月30日 残高 
（千円）

171,600 59,989 － 2,489 18,130,000 2,698,887 21,062,966 

        

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

(イ)子会社株式及び関連会社株式 (イ)子会社株式及び関連会社株式 (イ)子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法 同左 同左 

(ロ)その他有価証券 (ロ)その他有価証券 (ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 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

により算定している） 

 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

法により算定している） 

 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

り算定している） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 総平均法による原価法 同左 同左 

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

製品・商品・半製品・仕掛品 製品・商品・半製品・仕掛品 製品・商品・半製品・仕掛品 

先入先出法による原価法 同左 同左 

原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 

総平均法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法 同左 同左 

 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、定額法を採用している。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

る。 

建物       15～31年 

機械及び装置   ８～９年 

  

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

定額法 同左 同左 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

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る。 

  

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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、貸倒懸念債権など特定の債権につい

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る。 

同左 同左 

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払い

に充てるため、支給見込額に基づき当中

間会計期間負担額を計上している。 

同左  従業員の賞与金の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上して

いる。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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

している。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５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いる。 

 なお、当中間会計期間末における年金

資産が、退職給付債務を上回るため

310,632千円を前払年金費用として計上

している。 

 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

している。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５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いる。 

 なお、当中間会計期間末における年金

資産が、退職給付債務を上回るため

441,766千円を前払年金費用として計上

している。 

 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る。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５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いる。 

 なお、当事業年度末における年金資産

が、退職給付債務を上回るため459,865

千円を前払年金費用として計上してい

る。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号 平成17年３月16日）及び

「「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

用している。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益は719千円増加してい

る。 

 （会計方針の変更） 

 当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第

３号 平成17年３月16日）及び「「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）を適用してい

る。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は1,438千円増加してい

る。 

４．外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への

換算基準 

４．外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への

換算基準 

４．外貨建て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る。 

同左  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る。 

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 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

いる。 

同左 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 

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 

６．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

(1）繰延資産の処理方法 (1）繰延資産の処理方法 (1）繰延資産の処理方法 

 新株発行費は支出時に全額費用として

処理している。 

同左 同左 

(2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式を採用

している。 

同左 同左 
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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の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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

している。 

 これにより税引前中間純利益は5,604千円

減少している。 

 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

から直接控除している。 

────── （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））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

ている。 

 これにより税引前当期純利益は5,604千円

減少している。 

 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

直接控除している。 

────── （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）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は33,399,063千円である。 

 なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 

────── 

────── （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基準

第８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益、及び税引

前中間純利益は8,961千円減少している。 

────── 
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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９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

21,121,902千円 22,472,554千円 21,420,168千円 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりである。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりである。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務は次のとおりである。 
 
担保提供資産     

建物 2,580,631千円( 2,580,631千円 )

構築物 63,052 〃( 63,052 〃 )

機械及び
装置 

1,432,710 〃( 1,432,710 〃 )

工具器具
及び備品

35,896 〃( 35,896 〃 ）

土地 258,342 〃( 191,025 〃 ）

合計 4,370,632 〃( 4,303,315 〃 ）

担保付債務     

短期借入
金 

150,000千円( 150,000千円 ）

  

 
担保提供資産     

建物 4,174,160千円( 4,174,160千円 )

構築物 112,232 〃( 112,232 〃 )

機械及び
装置 

3,376,015 〃( 3,376,015 〃 )

工具器具
及び備品

58,627 〃( 58,627 〃 ）

土地 258,342 〃( 191,025 〃 ）

合計 7,979,377 〃( 7,912,060 〃 ）

担保付債務     

短期借入
金 

150,000千円( 150,000千円 ）

  

 
担保提供資産     

建物 4,325,230千円( 4,325,230千円 )

構築物 121,142 〃( 121,142 〃 )

機械及び
装置 

3,828,422 〃( 3,828,422 〃 )

工具器具
及び備品

67,948 〃( 67,948 〃 ）

土地 258,342 〃( 191,025 〃 ）

合計 8,601,087 〃( 8,533,770 〃 ）

担保付債務     

短期借入
金 

150,000千円( 150,000千円 ）

  
 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示している。 

 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示している。 

 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示している。 

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 

(1）関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務 

(1）関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務 

(1）関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務 
 

㈱イーグル 7,000千円

  計 7,000 
  

 
㈱イーグル 1,000千円

  計 1,000 
  

 
㈱イーグル 4,000千円

  計 4,000 
  

(2）関係会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 

(2）関係会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 

(2）関係会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 
 

㈱有沢建販 4,703千円
  

 
㈱有沢建販 7,081千円

  

 
㈱有沢建販 4,286千円

  
※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結している。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りである。 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約を締

結している。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りである。 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約を締

結している。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。 
  

当座貸越極度額 2,050,000千円

借入実行残高 190,000 

差引額 1,860,000 
  

  
当座貸越極度額 5,450,000千円

借入実行残高 190,000  

差引額 5,260,000  
  

  
当座貸越極度額 5,450,000千円

借入実行残高 190,000 

差引額 5,260,000 
  

※５ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、相殺後の金額は流動負債の「その

他」に含めて表示している。 

※５       同左 ※５     ────── 

※６     ────── ※６ 中間期末日満期手形 

中間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

ている。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含まれ

ている。 

※６     ────── 

   
受取手形 355,833千円

支払手形 277,076 〃
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 21,829千円

受取配当金 450,786 

賃貸料 185,601 
  

  
受取利息 13,123千円

受取配当金 685,834 

賃貸料 151,177 
  

  
受取利息 38,567千円

受取配当金 466,554 

賃貸料 364,493 
  

※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 537千円

賃貸費用 120,269  
  

  
支払利息 677千円

賃貸費用 100,909 

貸倒引当金繰入額 25,712 
  

  
支払利息 1,077千円

賃貸費用 238,366 

貸倒引当金繰入額 178,203 

不良補償金 53,246 
  

※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの 
  

役員退職慰労金戻入
益 

127,034千円

  

  
投資有価証券売却益 10,277千円

固定資産売却益 3,866 
  

  
投資有価証券売却益 572,864千円

役員退職慰労金戻入

益 
127,034 

  
※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 
  

投資有価証券売却損 142,520千円

貸倒引当金繰入額 102,230 

減損損失 5,604 
  

  
固定資産除却損 11,306千円

貸倒引当金繰入額 3,600 

固定資産売却損 1,424 
  

  
固定資産除却損 336,703千円

投資有価証券売却損 201,773 

投資有価証券評価損 152,773 

子会社整理損失 98,700 

減損損失 5,604 
  

※５ 減損損失 ※５     ────── ※５ 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

している。 

場所 用途 種類 

新潟県妙高市 遊休資産 土地 

岐阜県加茂郡

七宗町 
遊休資産 投資不動産

岐阜県加茂郡

白川町 
遊休資産 投資不動産

 当社は事業の種類別セグメントを基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産等につい

ては個々の資産ごとにグルーピングして

いる。 

 当中間会計期間において、このうち、

市場価額が著しく下落した遊休資産等に

ついて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（5,604千

円）として特別損失に計上している。 

 その内訳は、土地1,197千円及び投資

不動産4,407千円である。 

 なお、当該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、固定資産

税評価額に基づき評価している。 

  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て

いる。 

場所 用途 種類 

新潟県妙高市 遊休資産 土地 

岐阜県加茂郡

七宗町 
遊休資産 投資不動産

岐阜県加茂郡

白川町 
遊休資産 投資不動産

 当社は事業の種類別セグメントを基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産等につい

ては個々の資産ごとにグルーピングして

いる。 

 当事業年度において、このうち、市場

価額が著しく下落した遊休資産等につい

て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（5,604千円）と

して特別損失に計上している。 

 その内訳は、土地1,197千円及び投資

不動産4,407千円である。 

 なお、当該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、固定資産

税評価額に基づき評価している。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 1,284,758千円

無形固定資産 16,500 

 計 1,301,259 
  

  
有形固定資産 1,155,456千円

無形固定資産 20,383 

 計 1,175,839 
  

  
有形固定資産 2,664,857千円

無形固定資産 33,038 

 計 2,697,895 
  

※７ 当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ている。 

※７       同左 ※７     ────── 

 

 

（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４月１日 至 平成18年９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） 1,053,997 164,430 － 1,218,427 

合計 1,053,997 164,430 － 1,218,427 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加164,430株は、単元未満株式の買取りによる増加830株、取締役会決議に基づ

く買取りによる増加163,600株である。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額及び期末残

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) 

工具器具及
び備品 

101,302 46,219 55,082 

その他 122,386 47,350 75,035 

合計 223,688 93,570 130,118 
  

  

 

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) 

工具器具及
び備品 

84,059 47,651 36,408 

その他 207,091 56,162 150,929 

合計 291,151 103,813 187,338 
  

  

 

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) 

工具器具及
び備品 

90,742 46,004 44,737 

その他 185,627 45,634 139,992 

合計 276,369 91,639 184,730 
  

（注）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いる。 

（注）     同左 （注）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

法により算定している。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 40,699千円 

１年超 89,418千円 

 合計 130,118千円 
  

  
１年内 53,581千円 

１年超 133,756千円 

 合計 187,338千円 
  

  
１年内 51,576千円 

１年超 133,153千円 

 合計 184,730千円 
  

（注）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

り算定している。 

（注）     同左 （注）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い

る。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 20,615千円  

減価償却費相当額 20,615千円  
  

  
支払リース料 27,633千円

減価償却費相当額 27,633千円
  

  
支払リース料 44,199千円

減価償却費相当額 44,199千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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いる。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 同左 リース資産に配分された減損損失はない。 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 1,725,793 4,080,131 2,354,338 

 

 当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 2,578,861 19,580,515 17,001,653 

 

 前事業年度末（平成18年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 2,491,013 41,085,079 38,594,065 

 



 50

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．㈱有沢ピー・ジーとの合併 

当社の100％子会社である㈱有沢ピー・

ジーを吸収合併することにより、ディスプ

レイ事業の効率的組織運営、技術の相乗効

果を目的として、平成17年９月22日に合併

契約を締結し、平成17年12月１日に合併し

た。 

合併に関する事項は次のとおりである。 

(1）合併期日   平成17年12月１日 

(2）合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式

で、㈱有沢ピー・ジーは解散する。な

お、当社は㈱有沢ピー・ジーの株式を

100％所有しており、合併による新株式

の発行及び資本金の増加並びに合併交付

金の支払は行っていない。 

(3）財産の引継 

合併期日において㈱有沢ピー・ジーの

資産・負債及び権利義務の一切を引継い

だ。なお、㈱有沢ピー・ジーから引継い

だ資産及び負債は次のとおりである。 

資産合計         11百万円 

負債合計         ２百万円 

 

１．自己株式の取得 

当社は、平成18年７月25日開催の当社取

締役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用する同法第156

条の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議した。 

(1) 自己株式の取得を行う理由 

 機動的な資本政策を遂行するため。 

(2) 取得の内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

500,000株（上限） 

③ 株式の取得価額の総額 

1,250,000千円（上限） 

④自己株式買受けの日程 

平成18年８月１日から平成19年１月19

日まで 

 なお、平成18年９月30日までの買付は、

買付株数163,600株、買付総額278,340千円

である。 

㈲ケイ・スキーガレージの解散 

 平成18年１月26日に非連結子会社である

㈲ケイ・スキーガレージは解散することを

決議している。 

(1) 解散の理由 

 ㈲ケイ・スキーガレージは、スキーの製

造・販売を行っていたが、事業環境の悪化

に伴い業績の改善が見込めないことから、

解散することとした。 

(2) 解散会社の概要 

① 商号 

有限会社ケイ・スキーガレージ 

② 本店所在地 

新潟県上越市南本町一丁目５番５号 

③ 代表者 

金井 清 

④ 事業内容 

スキーの製造・販売、スポーツ用衣料

品、装身具の仕入・販売 

⑤ 設立年月日 

平成９年11月20日 

⑥ 資本金の額 

15百万円 

⑦ 株主構成 

㈱有沢製作所 94％ 

取締役 小森英男 ３％ 

取締役 春谷 覚 ３％ 

⑧ 平成17年３月期の業績 

売上高 74百万円 

営業利益 △８百万円 

経常利益 △８百万円 

当期純利益 △８百万円 

  

(3) 解散に伴う損失額 

 貸付金の債権放棄など14,100千円の損失

見込額を当期の特別損失へ計上している。 

(4) 解散の日程 

 平成18年３月31日に解散し、６月末まで

に清算結了する予定である。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．アリサワスポーティンググッズ㈱の解散 

平成17年９月22日開催の当社取締役会に

おいて、子会社であるアリサワスポーティ

ンググッズ㈱を解散することを決議した。 

(1）解散の理由 

アリサワスポーティンググッズ㈱は、

スポーツ関係用品の輸入販売を行ってい

たが、事業環境の悪化に伴い業績の改善

が見込めないことから、効率的な事業運

営のために、同社の事業を当社の関連会

社である㈱シナノに譲渡集約し、同社を

解散することとした。 

(2）解散会社の概要 

① 商号 

アリサワスポーティンググッズ㈱ 

② 本店所在地 

埼玉県川口市東領家一丁目18番２号 

③ 代表者 

有沢 三治 

④ 事業内容 

 スポーツ用品及びこれに関連する資

材の仕入・販売 

⑤ 設立年月日 

平成３年２月１日 

⑥ 資本金の額 

10百万円 

⑦ 株主構成 

有沢樹脂工業㈱ 100％ 

（有沢樹脂工業㈱は当社が100％出資

する子会社である） 

⑧ 平成17年１月期の業績 

売上高        446百万円 

営業利益      △９百万円 

経常利益      △８百万円 

当期純利益     △10百万円 

(3）解散に伴う当社損失額 

貸付金の債権放棄など85百万円の損失

見込額を当期の特別損失へ計上してい

る。 

(4）解散の日程 

平成18年１月末までに清算結了を予定

している。 

────── ────── 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．自己株式の取得 

平成17年７月22日開催の取締役会におい

て、資本効率の向上を目的として、商法第

211条ノ３第１項第２号の規定に基づき、

自己株式を取得することを決議した。 

(1）取得の内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

②取得する株式の総数 

1,000千株（上限） 

③株式の取得価額の総額 

3,500,000千円（上限） 

④自己株式買受けの日程 

 平成17年７月25日から平成18年１月

24日まで 

 なお、平成17年９月30日までの買付

は、買付株数506,900株、買付総額

1,233,265千円である。 

 また、平成17年11月30日までの買付

は、買付株数705,600株、買付総額

1,644,659千円である。 

────── ────── 

 

 




