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１．平成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）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 9月中間期 34,259 △2.7 1,750 △0.1 2,808 △5.7

17年 9月中間期 35,210 19.2 1,752 30.5 2,976 38.9

18年 3月期 71,728 3,720 5,470

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 9月中間期 1,679 △15.5 53 82

17年 9月中間期 1,987 40.1 63 71

18年 3月期 3,539 113 45

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 31,195,676株 17年 9月中間期 31,195,711株 18年 3月期 31,195,696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 9月中間期 64,064 30,753 48.0 985 83

17年 9月中間期 53,095 27,823 52.4 891 89

18年 3月期 54,449 29,308 53.8 939 49

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 31,195,676株 17年 9月中間期 31,195,711株 18年 3月期 31,195,676株

②期末自己株式数 18年 9月中間期 4,324株 17年 9月中間期 4,289株 18年 3月期 4,324株

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 66,000 4,400 2,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 　 86円54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

18年 3月期 14.00 14.00 28.00

19年 3月期（実績） 16.00 －
32.00

19年 3月期（予想） － 16.00

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実

際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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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 2,432,576 1,816,274 590,560

２．受取手形 35,913 2,041 9,201

３．売掛金 13,091,825 11,893,317 12,348,056

４．たな卸資産 3,177,727 3,891,152 3,717,452

５．短期貸付金 2,800,000 2,000,000 2,800,000

６．繰延税金資産 438,551 444,301 483,097

７．その他 1,324,360 944,211 1,413,441

貸倒引当金 － － －

流動資産合計 23,300,955 43.9 20,991,299 32.8 21,361,810 39.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1

(1）建物  1,144,661 2,229,103 2,268,399

(2）機械装置  6,313,918 7,573,760 7,157,007

(3）土地  2,417,728 2,515,099 2,512,920

(4）その他 1,541,099 899,665 625,919

計 11,417,407 21.5 13,217,629 20.6 12,564,247 23.1

２．無形固定資産 45,204 0.1 73,117 0.1 47,351 0.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 456,301 497,811 551,119

(2）関係会社株式  17,857,040 29,264,917 19,904,806

(3）その他 71,966 71,452 72,118

貸倒引当金 △52,972 △52,072 △52,072

計 18,332,336 34.5 29,782,108 46.5 20,475,971 37.6

固定資産合計 29,794,948 56.1 43,072,856 67.2 33,087,569 60.8

資産合計 53,095,903 100.0 64,064,155 100.0 54,449,379 100.0
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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 893,621 797,536 989,933

２．買掛金 9,771,750 7,748,725 8,717,805

３．短期借入金 － － 1,560,000

４．１年以内返済予定
長期借入金

 1,200,000 500,000 600,000

５．未払費用 4,487,251 5,601,366 4,964,683

６．未払法人税等 710,000 607,000 765,800

７．賞与引当金 766,133 816,775 776,425

８．役員賞与引当金 － 7,227 26,286

９．その他 2,196,636 2,254,810 1,820,389

流動負債合計 20,025,393 37.7 18,333,442 28.6 20,221,322 37.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,800,000 12,800,000 2,800,000

２．長期借入金 500,000 － －

３．繰延税金負債 872,170 1,180,653 1,097,651

４．退職給付引当金 975,525 901,664 897,126

５．役員退職慰労引当
金

99,795 94,773 125,086

固定負債合計 5,247,490 9.9 14,977,090 23.4 4,919,864 9.0

負債合計 25,272,884 47.6 33,310,532 52.0 25,141,186 46.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,973,600 5.6 － － 2,973,600 5.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,714,536 － 2,714,536

資本剰余金合計 2,714,536 5.1 － － 2,714,536 5.0

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 306,400 － 306,400

２．任意積立金 16,605,386 － 16,605,386

３．中間(当期)未処分利
益

3,204,589 － 4,319,532

利益剰余金合計 20,116,375 37.9 － － 21,231,318 39.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

2,022,793 3.8 － － 2,393,120 4.4

Ⅴ　自己株式 △4,287 △0.0 － － △4,383 △0.0

資本合計 27,823,018 52.4 － － 29,308,193 53.8

負債・資本合計 53,095,903 100.0 － － 54,449,379 100.0
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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  － － 2,973,600 4.6 － －

２．資本剰余金        

(1) 資本準備金  － 2,714,536 －

資本剰余金合計 － － 2,714,536 4.2 － －

３．利益剰余金       

(1）利益準備金  － 306,400 －

(2）その他利益剰余
金

 

別途積立金  － 18,000,000 －

特別償却準備金  － 143,948 －

機械圧縮積立金  － 134,677 －

土地圧縮積立金  － 120,880 －

海外投資等損失
準備金

 － 59,146 －

繰越利益剰余金  － 3,708,589 －

利益剰余金合計 － － 22,473,642 35.1 － －

４．自己株式 － － △4,383 △0.0 － －

株主資本合計 － － 28,157,395 44.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

 －  2,596,227  －  

評価・換算差額等合
計

－ － 2,596,227 4.1 － －

純資産合計 － － 30,753,623 48.0 － －

負債・純資産合計 － － 64,064,155 100.0 － －
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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 35,210,767 100.0 34,259,513 100.0 71,728,592 100.0

Ⅱ　売上原価 30,753,000 87.3 29,768,081 86.9 62,467,660 87.1

売上総利益 4,457,766 12.7 4,491,431 13.1 9,260,932 12.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,705,236 7.7 2,740,981 8.0 5,540,237 7.7

営業利益 1,752,530 5.0 1,750,450 5.1 3,720,694 5.2

Ⅳ　営業外収益 ※1 1,271,690 3.6 1,158,416 3.4 1,833,726 2.6

Ⅴ　営業外費用 ※2 47,879 0.1 100,825 0.3 83,821 0.1

経常利益 2,976,341 8.5 2,808,040 8.2 5,470,599 7.6

Ⅵ　特別利益 ※3 129 0.0 66 0.0 1,103 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4 12 0.0 98,180 0.3 78 0.0

税引前中間（当期）純
利益

2,976,458 8.5 2,709,927 7.9 5,471,624 7.6

法人税、住民税及び事
業税

1,032,969 1,043,851 2,041,273

法人税等調整額 △43,899 989,070 2.8 △12,986 1,030,864 3.0 △108,719 1,932,553 2.7

中間（当期）純利益 1,987,387 5.6 1,679,062 4.9 3,539,070 4.9

前期繰越利益 1,217,201 － 1,217,201

中間配当額 － － 436,739

中間（当期）未処分利
益

3,204,589 － 4,319,532
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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
評価・換算
 差額等

純資産 
合計 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価

 差額金
資本
準備金

利益
準備金

その他
利益剰余金
（※）

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高　 　（千円） 2,973,000 2,714,536 306,40020,924,91821,231,318 △4,38326,915,072 2,393,12029,308,193

中間会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当 － － － △436,739 △436,739 － △436,739 － △436,739

利益処分による役員賞与 － － － － － － － － －

中間純利益 － － － 1,679,062 1,679,062 － 1,679,062 － 1,679,062

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － － － － 203,106 203,106

中間会計期間中の変動額合計 （千円） － － － 1,242,323 1,242,323 － 1,242,323 203,106 1,445,430

平成18年９月30日　残高　 　（千円） 2,973,000 2,714,536 306,40022,167,24222,473,642 △4,38328,157,395 2,596,22730,753,623

　※その他利益剰余金の内訳

 別途積立金
特別償却

準備金

海外投資等

損失準備金

土地圧縮

積立金

機械圧縮

積立金

繰越利益

剰余金
合計

平成18年３月31日　残高　　  （千円） 16,000,000 170,861 115,835 120,880 197,809 4,319,532 20,924,918

中間会計期間中の変動額        

利益処分による剰余金の配当 － － － － － △436,739 △436,739

利益処分による別途積立金の積立 2,000,000 － － － － △2,000,000 －

利益処分による特別償却準備金の積立 － 41,561 － － － △41,561 －

特別償却準備金の積立 － 9,072 － － － △9,072 －

利益処分による特別償却準備金の取崩 － △44,592 － － － 44,592 －

特別償却準備金の取崩 － △23,881 － － － 23,881 －

利益処分による海外投資等損失準備金の

取崩
－ － △37,792 － － 37,792 －

海外投資等損失準備金の取崩 － － △18,896 － － 18,896 －

利益処分による機械圧縮積立金の積立取

崩
－ － － － △46,526 46,526 －

機械圧縮積立金の積立取崩 － － － － △16,605 16,605 －

中間純利益 － － － － － 1,679,062 1,679,062

中間会計期間中の変動額合計  （千円） 2,000,000 △17,840 △56,689 － △63,132 △620,015 1,242,323

平成18年９月30日　残高  　  （千円） 18,000,000 153,021 59,146 120,880 134,677 3,699,517 22,167,242
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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）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原

価法

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

②　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）

②　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）

②　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

①　製品・仕掛品・材料

　総平均法による原価

法

　ただし、売却目的の

購入機械及び自社製作

機械は個別法による原

価法

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品・材料

同左

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品・材料

同左

②　金型貯蔵品

　個別法による原価法

②　金型貯蔵品

同左

②　金型貯蔵品

同左

③　その他の貯蔵品

　最終仕入原価法によ

る原価法

③　その他の貯蔵品

同左

③　その他の貯蔵品

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、償却限度額に

ついては、実質残存価額

まで減価償却を継続実施

しております。

　なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物　　　31～47年

機械装置　10～12年

(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

　ただし、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
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項目
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．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

による計算額を、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

る賞与の支出に備えて、

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）役員賞与引当金

　役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上

しております。

(3）役員賞与引当金

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。

　過去勤務債務は、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（15年）による定額

法により費用処理してお

ります。

　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

（15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

費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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

づき計上しております。

　過去勤務債務は、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（15年）による定額

法により費用処理してお

ります。

　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

（15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

出に備えて、内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）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）

４．外貨建の資産または負

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。

同左 　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。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法    為替予約については振当

処理の要件を充たしている

ため振当処理を、金利ス

ワップについては特例処理

の要件を充たしているため、

特例処理を採用しておりま

す。

同左 　金利スワップについて特

例処理の要件を充たしてい

るため、特例処理を採用し

ております。

７．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

　消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

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
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

適用しております。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）

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

ております。これによる損益に与える

影響はありません。

 ―――― （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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は30,753,623千円であります。

　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）

前事業年度末
（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

29,138,996千円           31,531,345千円           30,777,811千円 

　２　偶発債務

保証債務

　関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行っ

ております。

　２　偶発債務

保証債務

　関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行っ

ております。

　２　偶発債務

保証債務

　関係会社の金融機関等よりの借

入に対し、次のとおり保証を行っ

ております。

保証先 金額

ムサシオート
パーツミシガ
ン・インコー
ポレーテッド

1,697,850千円
( 15,000千米ドル)

ムサシオート
パーツユー
ケー・リミ
テッド

 1,090,312千円
(5,477千英ポンド)

ムサシオート
パーツカナ
ダ・インコー
ポレーテッド

 2,886,345千円
( 25,500千米ドル)

ムサシサウス
カロライナ・
インコーポ
レーテッド

   3,350,040千円
( 29,596千米ドル)

ムサシハンガ
リーマニュ
ファクチャリ
ング・リミ
テッド

  939,297千円
(  6,900千ユーロ)

ムサシドブラ
ジル・リミ
ターダ

622,545千円
(  5,500千米ドル)

ムサシオート
パーツイン
ディア・プラ
イベートリミ
テッド

1,605,592千円
( 617,535千インドルピー)

339,570千円
(　3,000千米ドル)

武蔵汽車配件
(中山)有限公
司

 90,935千円
(  6,500千人民元)

計 12,622,486千円

保証先 金額

ムサシオート
パーツミシガ
ン・インコー
ポレーテッド

  1,728,600千円
( 15,000千米ドル)

ムサシオート
パーツユー
ケー・リミ
テッド

 923,941千円
(4,385千英ポンド)

ムサシオート
パーツカナ
ダ・インコー
ポレーテッド

 714,488千円
(  6,200千米ドル)

1,808,642千円
(17,432千カナダドル)

ムサシサウス
カロライナ・
インコーポ
レーテッド

3,129,711千円
( 27,158千米ドル)

ムサシドブラ
ジル・リミ
ターダ

 289,386千円
(  5,435千レアル)

ムサシオート
パーツイン
ディア・プラ
イベートリミ
テッド

  1,244,880千円
(  494,000千インドルピー)

  345,720千円
(  3,000千米ドル)

武蔵汽車配件
(中山)有限公
司

112,000千円
(  8,000千人民元)

計    10,297,368千円

保証先 金額

ムサシオート
パーツミシガ
ン・インコー
ポレーテッド

1,762,050千円
( 15,000千米ドル)

ムサシオート
パーツユー
ケー・リミ
テッド

1,496,967千円
(7,296千英ポンド)

ムサシオート
パーツカナ
ダ・インコー
ポレーテッド

2,361,340千円
( 20,101千米ドル)

593,438千円
( 5,867千カナダドル)

ムサシサウス
カロライナ・
インコーポ
レーテッド

 2,700,338千円
( 22,987千米ドル)

ムサシハンガ
リーマニュ
ファクチャリ
ング・リミ
テッド

90,314千円
(    632千ユーロ)

ムサシドブラ
ジル・リミ
ターダ

   759,345千円
(  6,464千米ドル)

ムサシオート
パーツイン
ディア・プラ
イベートリミ
テッド

  2,275,215千円
(  852,140千インドルピー)

  352,410千円
(  3,000千米ドル)

武蔵汽車配件
(中山)有限公
司

 212,135千円
( 14,500千人民元)

計 12,603,552千円
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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　営業外収益のうち主要なもの ※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

受取利息 7,168千円

受取配当金 672,472

賃貸料収入 10,061

技術援助収入 480,000

受取利息 10,311千円

受取配当金 928,524

賃貸料収入 11,400

技術援助収入 92,150

受取利息 14,395千円

受取配当金 696,889

賃貸料収入 26,211

技術援助収入 827,750

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,083千円

社債利息 4,081

営業外租税公課 3,540

固定資産除却損 21,623

支払利息  3,327千円

社債利息 6,771

営業外租税公課 28,870

固定資産除却損 22,926

社債発行費 15,265

外国為替評価損 14,984

支払利息  10,090千円

社債利息 8,282

営業外租税公課 3,540

固定資産除却損 34,829

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

機械装置売却益     129千円 機械装置売却益      66千円 機械装置売却益     202千円

貸倒引当金戻入 887

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

車両運搬具売却損    12千円 役員退職金 98,180千円 車両運搬具売却損 78千円

　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 1,063,596千円

無形固定資産 6,014

有形固定資産 1,249,426千円

無形固定資産 7,918

有形固定資産 2,352,396千円

無形固定資産 12,358

（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

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 4,324 － － 4,324 

 　　　　合計 4,324  － － 4,324 
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①　リース取引

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

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
(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)

器具備
品

139,094 101,002 38,092

合計 139,094 101,002 38,092

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)

器具備
品

119,790 54,571 65,219

合計 119,790 54,571 65,219

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)

器具備
品

72,825 44,275 28,550

合計 72,825 44,275 28,550

（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おります。

（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

り算定しております。

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 19,556千円

１年超 18,536

計 38,092

１年内 20,843千円

１年超 44,375

計 65,219

１年内  14,565千円

１年超 13,985

計 28,550

（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

定しております。

（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おりま

す。

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 13,590千円

減価償却費相当

額
13,590

支払リース料  10,295千円

減価償却費相当

額
10,295

支払リース料  13,268千円

減価償却費相当

額
13,268

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

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。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 891.89円

１株当たり中間純利益 63.71円

１株当たり純資産額    985.83円

１株当たり中間純利益     53.82円

１株当たり純資産額  939.49円

１株当たり当期純利益 113.45円

　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。

潜在株式調整後１株当

たり純資産額

    910.82円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

     49.73円

　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）純利益金額及び潜在株式調整後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。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 1,987,387 1,679,062 3,539,070

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）
1,987,387 1,679,062 3,539,070

期中平均株式数（株） 31,195,711 31,195,676 31,195,696

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千

円） 
－ － －

普通株式増加数（千株） － 2,597,402 －

（うち新株予約権付社債） － 2,597,402 －

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

－ － －
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（重要な後発事象）

前連結会計期間
（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）

──── ────   2010年満期円貨建転換社債型新株予

約権付社債の発行

  当社は、平成18年３月14日開催の

取締役会決議に基づいて、2010年満

期円貨建転換社債型新株予約権付社

債を発行いたしました。その概要は

次のとおりであります。

  (1) 発行した社債の種類：円貨建転

換社債型新株予約権付社債

  
(2) 発行した社債の数：10,000枚（各

額面金額1,000,000円）

  (3) 発行価額：額面金額の100％

  (4) 発行総額：10,000,000,000円

  (5) 発行日：平成18年４月３日

  (6) 利率：利率は付さない。

  (7) 償還方法：額面金額の100％で償

還する。

  (8) 償還期限：平成22年３月31日

  (9) 新株予約権の内容

  1)行使価額(転換価額)：１株当たり

3,850円(当初)

  2)行使期間：平成18年４月17日から

平成22年３月17日

  3)資本組入れ額：発行価額に0.5を

乗じた金額

  4)代用払込：新株予約権を行使し

たときは、かかる行使をした者

から本社債の額面の償還に代え

て、当該新株予約権の行使に際

して払込をなすべき額の全額の

払込みがなされたものとする旨

の請求があったとみなす。 

  (10) 担保の内容：担保または保証を

付さない。

  (11) 資金の使途：当社の子会社への

投資及び貸付に充当の予定。

   (12) 転換制限条項：新株予約権の行

使請求期間の全期間において所

定の日数の間、転換価額の120％

を上回っていた場合を除き行使

することはできない。
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