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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  

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 27,773 △3.0 △395 ― △334 ―

17年９月中間期 28,622 9.9 △168 ─ △30 ─

18年３月期 58,784 8.5 229 △65.1 501 △36.4

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 △361 ― △6.80

17年９月中間期 △92 ─ △1.73

18年３月期 71 △86.3 1.34

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 53,096,465株 17年９月中間期 53,108,426株 18年３月期 53,105,166株

②会計処理方法の変更 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９月中間期 50,491 19,904 39.4 374.88

17年９月中間期 50,741 21,080 41.5 396.95

18年３月期 54,117 21,688 40.1 408.43

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 53,093,466株 17年９月中間期 53,105,638株 18年３月期 53,099,351株

②期末自己株式数 18年９月中間期 77,820株 17年９月中間期 65,648株 18年３月期 71,935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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 58,000 △100 △500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 △9円42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３期 － － － 5.0 － 5.0

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 5.0 － 5.0

（注）18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当　－　特別配当　－

※　上記記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。

※　上記の予想につきましては、中間決算短信（連結）の６ページに記載の「業績予想に関する注意事項」にご留意下さ

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  2,515,745   961,180   3,118,386   

２．受取手形 ※５ 88,608   176,258   136,616   

３．売掛金  15,094,505   16,821,783   16,348,652   

４．棚卸資産  2,096,409   2,188,393   1,773,937   

５．繰延税金資産  336,725   535,116   355,104   

６．その他  383,784   664,777   704,824   

貸倒引当金  △12,587   △14,228   △14,228   

流動資産合計   20,503,192 40.4  21,333,282 42.3  22,418,294 41.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物  2,019,935   2,893,435   2,979,913   

(2）機械装置  6,661,948   6,551,798   6,858,407   

(3）土地  2,724,161   2,724,161   2,724,161   

(4）その他  2,628,582   2,027,729   2,454,800   

計   14,034,628   14,197,124   15,017,282  

２．無形固定資産   451,586   398,636   430,447  

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式 ※３ 15,078,523   14,249,448   15,943,852   

(2）その他  621,415   295,143   272,242   

貸倒引当金  △398   △23   △23   

計   15,699,541   14,544,569   16,216,072  

固定資産合計   30,185,756 59.5  29,140,329 57.7  31,663,802 58.5

Ⅲ　繰延資産           

１．新株発行費  52,271   17,423   34,847   

繰延資産合計   52,271 0.1  17,423 0.0  34,847 0.1

資産合計   50,741,220 100.0  50,491,036 100.0  54,116,944 100.0
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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  5,320,363   5,333,778   5,267,508   

２．買掛金  5,238,238   5,701,820   5,934,010   

３．短期借入金 ※２ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   

４．1年以内に返済すべ
き長期借入金

※２ 3,517,000   4,260,000   3,941,400   

５．１年以内に償還す
べき社債

 60,000   60,000   60,000   

６．未払法人税等  35,423   42,622   255,495   

７．未払費用  1,838,752   1,639,429   1,742,009   

８．製品保証引当金  153,000   158,000   158,000   

９．その他 ※４ 2,021,480   1,016,226   2,484,465   

流動負債合計   20,684,258 40.8  20,711,877 41.0  22,342,889 41.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  90,000   30,000   60,000   

２．長期借入金 ※２ 7,760,000   9,200,000   8,575,000   

３．繰延税金負債  884,947   354,421   1,128,082   

４．退職給付引当金  189,448   246,304   256,498   

５．役員退職慰労引当
金

 52,151   44,794   66,887   

固定負債合計   8,976,546 17.7  9,875,520 19.6  10,086,467 18.6

負債合計   29,660,805 58.5  30,587,398 60.6  32,429,357 59.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,985,638 11.8  － －  5,985,638 11.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  4,791,810   －   4,791,810   

資本剰余金合計   4,791,810 9.4  － －  4,791,810 8.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  709,420   －   709,420   

２．任意積立金  5,687,405   －   5,687,405   

３．中間（当期）未処
分利益

 2,512,195   －   2,675,207   

利益剰余金合計   8,909,021 17.5  － －  9,072,033 16.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,414,612 2.8  － －  1,861,453 3.4

Ⅴ　自己株式   △20,667 △0.0  － －  △23,348 △0.0

資本合計   21,080,415 41.5  － －  21,687,587 40.1

負債・資本合計   50,741,220 100.0  － －  54,116,944 100.0
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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   － －  5,985,638 11.9  － －

　２．資本剰余金           

   (1) 資本準備金  －   4,791,810   －   

資本剰余金合計   － －  4,791,810 9.5  － －

　３．利益剰余金           

   (1) 利益準備金  －   709,420   －   

   (2) その他利益剰余金           

  　 固定資産圧縮積立金  －   244,352   －   

 　　保険差益圧縮積立金  －   4,217   －   

 　　別途積立金  －   5,396,000   －   

 　　繰越利益剰余金  －   2,091,483   －   

 利益剰余金合計   － －  8,445,474 16.7  － －

　４．自己株式   － －  △25,433 △0.1  － －

 株主資本合計   － －  19,197,489 38.0  － －

 Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券評価
差額金

  － －  706,148 1.4  － －

 評価・換算差額等合計   － －  706,148 1.4  － －

 純資産合計   － －  19,903,638 39.4  － －

 負債純資産合計   － －  50,491,036 100.0  － －

           

－ 34 －



(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   28,621,581 100.0  27,772,713 100.0  58,784,356 100.0

Ⅱ　売上原価   25,502,801 89.1  24,883,351 89.6  52,088,177 88.6

売上総利益   3,118,779 10.9  2,889,361 10.4  6,696,179 11.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,286,784 11.5  3,283,869 11.8  6,467,505 11.0

営業利益又は営業
損失(△)

  △168,004 △0.6  △394,507 △1.4  228,673 0.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  323,984 1.1  278,690 1.0  650,571 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  186,213 0.7  218,076 0.8  377,903 0.6

経常利益又は経常
損失(△)

  △30,233 △0.1  △333,893 △1.2  501,341 0.9

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  － －  7,998 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  69,851 0.2  215,235 0.8  262,922 0.5

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失(△)

  △100,084 △0.3  △549,128 △2.0  246,417 0.4

法人税、住民税及び
事業税

※５ 21,200   5,300   274,000   

法人税等調整額 ※５ △29,462 △8,262 △0.0 △193,366 △188,066 △0.7 △98,771 175,228 0.3

当期純利益又は中
間純損失(△)

  △91,822 △0.3  △361,062 △1.3  71,189 0.1

前期繰越利益   2,604,018
 

  －   2,604,018  

中間(当期)未処分利
益

  2,512,195   －   2,675,207  
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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
利益剰余金
合計固定資産圧

縮積立金
保険差益圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
5,985,638 4,791,810 4,791,810 709,420 286,293 5,112 5,396,000 2,675,207 9,072,033

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    △41,940   41,940  

 保険差益圧縮積立金取崩（注）      △894  894  

剰余金の配当（注）        △265,496 △265,496

中間純損失(△)        △361,062 △361,062

自己株式の取得          

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）
－ － － － △41,940 △894 － △583,723 △626,558

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,985,638 4,791,810 4,791,810 709,420 244,352 4,217 5,396,000 2,091,483 8,445,474

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
自己資本

株主資本合
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３月31日　残高

（千円）
△23,348 19,826,134 1,861,453 1,861,453 21,687,587

中間会計期間中の変動額      

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
     

保険差益圧縮積立金取崩

（注）
     

剰余金の配当（注）  △265,496   △265,496

中間純損失(△)  △361,062   △361,062

自己株式の取得 △2,085 △2,085   △2,085

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
  △1,155,305 △1,155,305 △1,155,305

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,085 △628,644 △1,155,305 △1,155,305 △1,783,949

平成18年９月30日　残高

（千円）
△25,433 19,197,489 706,148 706,148 19,903,638

 （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

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

　総平均法による原価法

(2)たな卸資産

製品

同左

(2）たな卸資産

製品

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

仕掛品

　総平均法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　移動平均法による原価法

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

　定率法によっている。ただし、平成10

年４月１日以降取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ている。

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

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

建物　　　　　　３～50年

機械装置　　　　　　12年

同左 　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

建物　　　　　　３～50年

機械装置　　　　　　12年

工具器具備品　　２～20年

(2）無形固定資産

　定額法によっている。

　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る。

(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

　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る。

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）子会社株式評価引当金

　子会社株式の実質価額の低下による損

失に備え、出資先の資産内容等を勘案し

て引当計上している。

(2）子会社株式評価引当金

同左

(2）子会社株式評価引当金

同左

(3)製品保証引当金

　得意先からのクレームに対する費用の

支出に備えるため、当中間会計期間の売

上高に対応して発生するクレーム費用を

引当計上したものであり、その計上基準

は過去の実績比率によっている。

(3)製品保証引当金

同左

(3）製品保証引当金

　得意先からのクレームに対する費用の

支出に備えるため、当期の売上高に対応

して発生するクレーム費用を引当計上し

たものであり、その計上基準は過去の実

績比率によっている。

(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、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。

　なお、会計基準変更時差異については、

第81期において、有価証券を退職給付信

託に拠出することにより同額を一時に費

用処理するほか、残額については、15年

による按分額を費用処理し、また、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（13年）

による定額法により費用処理している。

　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（13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

業年度より費用処理することとしている。

(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いる。

　なお、会計基準変更時差異については、

第81期において、有価証券を退職給付信

託に拠出することにより同額を一時に費

用処理するほか、残額については、15年

による按分額を費用処理し、また、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（13年）

による定額法により費用処理している。

　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（13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

業年度より費用処理することとしている。

また、当社の採用している年金制度に

ついて、平成16年12月７日を改訂日、平

成17年４月１日を施行日として規約型企

業年金制度にポイント制を導入し、また

一部を確定拠出年金制度に移行している。

(5）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

いる。

(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備えて、内

規に基づく期末要支給額を計上している。
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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）

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る。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

同左

 

 

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。

５．リース取引の処理方法

同左

 

 

 　　　　────── ６．重要なヘッジ会計の方法  　　　　　　──────

 

 

 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているので特例処理を採用し

ている。 

 

 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　・ヘッジ手段

　　　金利スワップ取引

　・ヘッジ対象

　　　変動金利の借入金利息

 

 

 

 (3）ヘッジ方針

金利変動によるリスクを軽減するため、

金利スワップを行っている。

 

 

 

 

(4）ヘッジの有効性の評価方法

　特例処理によっている金利スワップに

ついて、有効性の評価を省略している。

 

 

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について

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっている。

７．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について

同左

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について

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。

これによる損益に与える影響はない。

 ──────

 

 

 （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。 

 これによる損益に与える影響はない。

 ──────

 

 

（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19,903,638千円である。

　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。

 

 ──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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．※１．有形固定資産減価償却累

計額

（千円）

25,197,004

（千円）

26,493,650

（千円）

26,093,175

２．※２．担保資産

(1）担保に供している資産

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

うち（　）内は工

場財団抵当による

ものである。

担保に供している資

産の合計額

2,199,317

(2,199,317)

2,199,317

1,947,723

(1,947,723)

1,947,723

2,058,506

(2,058,506)

2,058,506

(2）上記に対する債務額    

長期借入金

（一年以内返済分

を含む）

関係会社（ダグラ

ス・オートテッ

ク・コーポレー

ション）における

長期借入金

合計

900,000

1,050,969

1,950,969

900,000

841,806

1,741,806

900,000

922,726

1,822,726

３．※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

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。

　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、

次の中間会計期間末日満期手形

が当中間会計期間末残高に含ま

れている。

   受取手形　9,880千円

 

──────

４．※３．子会社株式評価引当金 子会社株式評価引当金2,588,000

千円を控除して表示している。

子会社株式評価引当金2,838,000

千円を控除して表示している。

子会社株式評価引当金2,752,000

千円を控除して表示している。

５．偶発債務 (1）関係会社における銀行借入

に対する債務保証額（うち、

外貨額）

(1）関係会社における銀行借入

に対する債務保証額（うち、

外貨額）

（1）関係会社における銀行借入

に対する債務保証額（うち、

外貨額）

 ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

792,330千円

(US＄7,000,000)

ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

1,945,350千円

(US＄16,500,000)

ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

1,350,905千円

(US$11,500,000)
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項目
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）

 フジ・コー

ヨー・チェ

コ・s.r.o.

634,638千円

(EUR 4,662,000)

フジ・コー

ヨー・チェ

コ・s.r.o.

1,097,215千円

(EUR 7,326,000)

フジ・コー

ヨー・チェ

コ・s.r.o.

951,114千円

(EUR 6,660,000)

協富光洋（厦

門）機械工業

有限公司

65,275千円 

フジ・オート

テック・ユー

エスエー・エ

ルエルシー

638,074千円

(US$ 5,412,000)

広州富士機工

汽車部件有限

公司

638,074千円

(中国元        

15,300,000) 

フジ・オート

テック・ユー

エスエー・エ

ルエルシー

155,060千円

(US$ 1,320,000)

広州富士機工

汽車部件有限

公司

149,226千円

(中国元        

10,200,000)  

國洋電機工業

株式会社
180,000千円 

國洋電機工業

株式会社
 150,000千円

國洋電機工業

株式会社
180,000千円

株式会社富士

機工クラタ
24,000千円

株式会社富士

機工クラタ
568,000千円 株式会社富士

機工クラタ
80,000千円 

 (2）関係会社の設備リース料債

務に対する債務保証額（う

ち、外貨額）

(2）関係会社の設備リース料債

務に対する債務保証額（う

ち、外貨額）

(2）関係会社の設備リース料債

務に対する債務保証額（う

ち、外貨額）

 ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

1,151,011千円

(US＄10,168,841)

ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

945,305千円

(US＄8,017,855)

ダグラス・

オートテッ

ク・コーポ

レーション

1,008,341千円

(US＄8,583,820)

 この他に下記について保証予約

を行っている。

この他に下記について保証予約

を行っている。

この他に下記について保証予約

を行っている。

 (1）関係会社における銀行借入

に対する保証予約額（うち、

外貨額）

(1）関係会社における銀行借入

に対する保証予約額（うち、

外貨額）

(1）関係会社における銀行借入

に対する保証予約額（うち、

外貨額）

 フジ・オート

テック・AB

651,857千円

(SKr 42,256,154)

(EUR 256,502)

フジ・オート

テック・AB

521,093千円

(SKr 30,814,686)

(EUR 146,197)

フジ・オート

テック・AB

855,368千円

(SKr 56,310,129)

６．※４．消費税等の取扱い 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」に含めて表示している。

同左 ──────
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（中間損益計算書関係）

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．※１．営業外収益のうち主要なも

の

（千円） （千円） （千円）

受取利息

受取配当金

賃貸料収入

為替差益

8,056

92,516

78,495

133,331

4,749

75,219

79,812

79,340

15,649

111,715

156,271

310,618

２．※２．営業外費用のうち主要なも

の

   

支払利息 56,228 78,393 123,163

３．※３．特別利益のうち主要なもの    

関係会社株式売却益
－ － 7,998

４．※４．特別損失のうち主要なもの    

棚卸資産除却損

機械装置除却損

建物除却損

構築物除却損

子会社株式評価引当

金繰入額

製品補償費用

－

7,163

11,020

4,667

47,000

－ 

64,749

5,182

19,567

1,029

86,000

38,704

 － 

36,234

15,688

－ 

211,000

　－ 

５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

952,173

48,559

967,575

53,894

2,076,599

101,217

６．※５．税金費用の取扱い 中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、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の積立て

及び取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算し

ている。

中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している固定資産圧縮

積立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計

算している。

──────
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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) 71,935 5,885 － 77,820

  合計 71,935 5,885 － 77,820

 　　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加 5,885株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

①　リース取引

　　　 　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。

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における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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