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平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年１０月３１日 

 

上 場 会 社 名        株式会社ハドソン          上場取引所(所属部)  大阪証券取引所(ヘラクレス市場) 
コ ー ド 番 号        ４８２２                   本社所在都道府県    東京都 
代   表   者         役職名 代表取締役社長       氏名  遠藤 英俊 
問合わせ責任者        役職名 代表取締役副社長     氏名 木島 修  ＴＥＬ（03）3542－4622 
決算取締役会開催日  平成１８年 10月 31日               中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始予定日  配当支払予定  無              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                                                                         （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年9月中間期 

百万円   ％ 

5,848 (△15.7）

百万円   ％ 

              1,010 (102.6) 

百万円   ％ 

1,032(113.8) 

17年9月中間期  6,937   (54.3) 498    (－) 482   (－) 

18年3月期 13,749      867         867        
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年9月中間期 

百万円   ％ 

1,218 (321.1) 

円  銭 

                   63    43 

 

17年9月中間期 289    (－)                    15  41  

18年3月期 704         37  07  

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 19,213,668株 17年9月中間期 18,787,438株 18年3月期 18,999,969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 

 

18年9月中間期 

百万円 

                 6,171 

百万円 

                 4,119 

％ 

            66.8 

円  銭 

         214    42 

17年9月中間期                  6,955                  2,489             35.8          129    56 

18年3月期                  5,126                  2,901             56.6          151    01 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 19,213,668株 17年9月中間期 19,213,668株 18年3月期 19,213,668株 

②期末自己株式数  18年9月中間期        332株 17年9月中間期        332株  18年3月期        332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) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

14,700 

百万円 

1,500 
百万円 
2,100 

円  銭 

 ――――― 

円  銭 

 ――――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 109円30銭 

  業績予想のご利用に当たっては中間決算短信(連結) 「２.１８年９月期の連結業績予想」の注意書きをご参照下さい。 

 

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 － － － 
19年3月期(実績) － － － 
19年3月期(予想) － － － 
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個別中間財務諸表等 

１． 中間貸借対照表 
   （単位：千円） 

前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

( 資 産 の 部 )  ％  ％  ％ 

Ⅰ 流 動 資 産       
1. 現金及び預金 1,063,251  1,041,100  779,540  

 2.  売掛金 2,078,344  1,793,362  1,801,614  

 3.  たな卸資産 1,527,601  1,592,255  963,730  

 4.  その他 747,933  620,766  453,019  

     貸倒引当金 △117,213  △41,702  △50,286  

流 動 資 産  合  計 5,299,917 76.2 5,005,782 81.1 3,947,617 77.0 

Ⅱ 固 定 資 産       

 1.  有形固定資産       

(1)  建物      ※1 543,477  33,360  33,389  

(2) 工具器具備品 ※1 213,441  234,077  224,672  

  (3)  その他    ※1 273,057  8,288  8,466  

 1,029,976  275,725      266,528  

 2. 無 形 固 定 資 産 71,986  61,409  67,846  

 3. 投資その他の資産       

(1)  関係会社株式 －  584,232  584,232  

(2)  関係会社長期貸付金 753,190  －  －  

  (3)  その他 724,971  493,425  525,814  

貸倒引当金 △924,981  △249,022  △265,370  

 553,179  828,634  844,676  

固 定 資 産  合  計 1,655,142 23.8 1,165,770 18.9 1,179,051 23.0 

資    産     合  計 6,955,059 100.0 6,171,552 100.0 5,126,669 100.0 
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（単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科目 
前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 

 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

（ 負 債 の 部 ）  ％  ％  ％ 

Ⅰ 流 動 負 債       

 1.  買掛金 11,866  10,724  10,555  

2. 短期借入金 ※2 2,200,000  500,000  600,000  

3. 一年以内返済     
長期借入金 

15,520  －  －  

 4.  未払金 719,616  748,144  862,449  

 5.  事業所閉鎖引当金 813,000  －  －  

6.  製品廃棄損失引当金 －  11,561  17,000  

 7.  その他 ※3 309,610  336,988  312,672  

     流 動 負 債  合  計 4,069,613 58.5 1,607,419 26.0 1,802,677 35.2 

Ⅱ 固 定 負 債       

 1.  長期借入金       7,760  －  －  

 2.  退職給付引当金 388,223  444,207  422,415  

 3.  その他 220  220  220  

固 定 負 債  合  計 396,203 5.7 444,427 7.2 422,635 8.2 

負    債     合  計 4,465,816 64.2 2,051,846 33.2 2,225,312 43.4 

       
（ 資 本 の 部 ）       

Ⅰ 資  本  金 5,064,276 72.8 － － 5,064,276  98.8 

Ⅱ 資 本 剰 余 金       

  1.資本準備金 3,656,643  － － 3,656,643  

資本剰余金合計 3,656,643 52.6   3,656,643 71.3 

Ⅲ 利 益 剰 余 金       

  1.任意積立金 1,005,000  －  1,005,000  

  2.中間未処理損失 7,239,200  －  6,824,330  

      利益剰余金合計 △6,234,200 △89.6 － － △5,819,330 △113.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 2,755 0.0 － － － － 

Ⅴ 自 己 株 式 △231 △0.0 － － △231 △0.0 

資    本     合  計 2,489,243 35.8 － － 2,901,357 56.6 

負債及び資本   合  計 6,955,059 100.0 － － 5,126,669 100.0 
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（単位：千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 
前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 

 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

（ 純 資 産 の 部 ）       

Ⅰ 株主資本       

1.資本金 － － 5,064,276 82.1 － － 

2.資本剰余金       

1)資本準備金 －  3,656,643  －  

資本剰余金合計 － － 3,656,643 59.2 － － 

3.利益剰余金       

1)その他利益剰余金       

別途積立金 － － 1,005,000  － － 

繰越利益剰余金 － － △5,605,666  － － 

利益剰余金合計 － － △4,600,666 △74.5 － － 

4.自己株式 － － △231 △0.0 － － 

株主資本合計 － － 4,120,021 66.8 － － 

Ⅱ 評価・換算差額等       

  繰延ヘッジ損益 － － △315 △0.0 － － 

評価・換算差額等合計 － － △315 △0.0 － － 

純  資   産     合  計 － － 4,119,706 66.8 － － 

負債及び資本    合  計 － － 6,171,552 100.0 － － 
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２．中間損益計算書 
   (単位：千円) 

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 科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

  ％  ％  ％ 

Ⅰ 売上高 6,937,026 100.0 5,848,362 100.0 13,749,264 100.0 

Ⅱ 売上原価 5,083,693 73.3 3,254,268 55.6 9,555,615 69.5 

  売上総利益 1,853,332 26.7 2,594,093 44.4 4,193,648 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,354,556 19.5 1,583,469 27.1 3,326,068 24.2 

  営業利益 498,776 7.2 1,010,624 17.3 867,580 6.3 

Ⅳ 営業外収益            ※1 52,627 0.8 26,500 0.5 103,060 0.7 

Ⅴ 営業外費用            ※2 68,676 1.0 5,118 0.1 102,766 0.7 

  経常利益 482,727 7.0 1,032,005 17.7 867,874 6.3 

Ⅵ 特別利益           ※3 10,417 0.1 20,281 0.3 91,596 0.7 

Ⅶ 特別損失        ※4※5 199,610 2.9 3,959 0.1 247,231 1.8 

  税引前中間(当期)純利益 293,534 4.2 1,048,327 17.9 712,239 5.2 

  法人税、住民税 
及び事業税 4,100 0.0 3,547 0.1 7,935 0.1 

  法人税等調整額 － － △173,883 △3.0 － － 

  中間(当期)純利益    289,433 4.2 1,218,663 20.8 704,304 5.1 

  前期繰越利益 
（△前期繰越損失） △7,541,763    △7,541,763  

    合併に伴う 
未処分利益受入額 13,129    13,129  

    中間(当期)未処理損失 7,239,200    6,824,330  
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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） 
                     （単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本 

準備金 

資本剰 

余金計 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰 

余金計 

自己

株式 

株主資本 

合計 

繰延ヘ

ッジ 

損益 

評価 

・換算 

差額

等合

計 

純資産 

合計 

前事業年度末

残高 5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △6,824,330 △5,819,330 △231 2,901,357 ― ― 2,901,357 

中間会計期間

中の変動額   

 

        

中間純利益 
  

 

 １,218,663 １,218,663  １,218,663   1,218,663 

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純額）   

 

      △315 △315 △315 

当中間会計期

間中の変動額 ― ― ― ― １,218,663 １,218,663 ― １,218,663 △315 △315 1,218,348 

当中間会計期

間末残高 5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △5,605,666 △4,600,666 △231 4,120,021 △315 △315 4,119,706 
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４．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) 有価証券 

  ①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 

  ①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 

  ①子会社株式及び関連会社株式 

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) 

  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)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 

  ①商品・製品・原材料・貯蔵品 

    総平均法による原価法 

  ②コンテンツ 

個別法による原価法 

見込販売可能期間に基づく定額法

で償却し、売上原価として処理して

おります。 

 

③仕掛品 

    個別法による原価法 

 (3) たな卸資産 

  ①商品・製品・原材料・貯蔵品 

        同左 

  ②コンテンツ 

同左 

 

 

 

 

③仕掛品 

     同左 

 (3) たな卸資産 

  ①商品・製品・原材料・貯蔵品 

         同左 

  ②コンテンツ 

同左 

 

 

 

 

③仕掛品 

      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(但し、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、定額法） 

   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 40～50年 

    工具器具備品  ４～10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 

    なお、自社利用ソフトウエアに

ついては、社内における利用可能

期間(３年から５年)に基づく定

額法。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３  繰延資産の処理方法 

新株発行費は支出時に全額費用 

処理をしております。 

――――― ３  繰延資産の処理方法 

新株発行費は支出時に全額費用 

処理をしております。 
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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 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 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。

なお、会計基準変更時差異

(249,381千円)については、５年に

よる按分額を費用処理することと

し、当中間会計期間では年間の費

用処理額の２分の１を特別損失に

計上しております。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(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

こととしております。 

 (2) 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。

なお、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（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

おります。    

 (2) 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

務の見込額に基づき計上しており

ます。なお、会計基準変更時差異

(249,381千円)については、5年に

よる均等額を特別損失に計上して

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(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

ております。 

(3）事業所閉鎖引当金 

事業構造改革に伴い統合される事

業所について、改革後の体制におけ

る固定資産の活用可能性を検討した

結果、処分することを決定した固定

資産の今後発生が見込まれる損失に

ついて、合理的に見積もられる額を

計上しております。 

 

――――― 

 

 

――――― 

 

 

（4）製品廃棄損失引当金 

返品等により発生した製品のう

ち、販売が不可能と考えられる分に

ついて、廃棄処分をした場合に発生

する損失に備えて、当該製品の帳簿

価額相当額を計上しております。 

（4）製品廃棄損失引当金 

同左 

 

（4）製品廃棄損失引当金 

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) 

５ 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：先物為替予約取引 

   ヘッジ対象：外貨建予定取引 

  ③ヘッジ方針 

    内部規程で定めるリスク管理方法

に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

     先物為替予約取引については、 

将来の取引予定に基づくもので

あり、取引金額等が一致してお

り、実行の可能性が極めて高いた

め有効性の判定を省略しており

ます。 

５ 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

    同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

      同左 

 

   ③ヘッジ方針 

        同左 

 

 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左   

５ 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

      同左 

 

   ③ヘッジ方針 

       同左 

 

 

   ④ヘッジの有効性評価の方法 

     同左   

６ 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。 

６ リース取引の処理方法 

   同左 

６ リース取引の処理方法 

   同左 

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 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

   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。 

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 

 (1) 消費税等の会計処理の方法 

   同左 

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 

 (1) 消費税等の会計処理の方法 

   同左 
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５.会計処理の変更 

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) 

1   前事業年度まで損益計算書において 

営業外収益に計上していた社宅家賃の 

賃貸料収入については、当中間会計期 

間より売上原価、販売費及び一般管理 

費から控除する方法に変更しておりま

す。この変更は、会社が負担する費用の 

実態を明確にし、損益区分をより適正 

にするために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、

売上総利益は12,573千円、営業利益は

24,249千円増加していますが、経常利益

及び中間純利益に与える影響はありませ

ん。 

 

――――― 

 

１ 前事業年度まで営業外収益に計上して

いた社宅家賃の賃貸料収入については、

当中間会計期間より売上原価、販売費及

び一般管理費から控除する方法に変更し

ております。この変更は、会社が負担す

る費用の実態を明確にし、損益区分をよ

り適正にするために行ったものでありま

す。 

この変更により、従来の方法に比べ、

売上総利益は19,604千円、営業利益は

35,979千円増加していますが、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は

ありません。 

２ 前事業年度まで損益計算書において 

営業外収益に計上していた昼食券の従業

員負担分については、当中間会計期間よ

り売上原価、販売費及び一般管理費から

控除する方法に変更しております。この

変更は、会社が負担する費用の実態を明

確にし、損益区分をより適正にするため

に行ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、 

売上総利益は6,999千円、営業利益は 

11,509千円増加していますが、経常利益

及び中間純利益に与える影響はありませ

ん。 

 

――――― 

 

２ 前事業年度まで営業外収益に計上して

いた昼食券の従業員負担分については、

当事業年度より売上原価、販売費及び一

般管理費から控除する方法に変更してお

ります。この変更は、会社が負担する費

用の実態を明確にし、損益区分をより適

正にするために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、

売上総利益は15,411千円、営業利益は

23,874千円増加していますが、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

３ 固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間から「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利益は2,999

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。 

 

――――― 

 

３  固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間から「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。 

     これにより税引前当期純利益は2,999

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。 
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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  前事業年度まで支払時費用計上してい

た前払家賃につきましては、期間損益の

適正化を図るため当事業年度から前払費

用に計上し、発生月の費用とする方法に

変更しました。なお、当該変更を当下半

期に実施したのは、損益ならびに収益・

費用の期間帰属を管理する体制を強化し

たことに伴い、より取引実態に合った会

計処理を行うことが適当だと判断したた

めであります。この変更により、従来の

方法に比べ、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益はそれぞれ28,742千円増加

しております。また、当該変更が下半期

に行われたため、当中間期は従来の方法

によっております。 

従って、当中間期は変更後の方法によっ

た場合に比べ、営業利益、経常利益、税

引前中間純利益はそれぞれ31,357千円少

なく計上されております。 

 

――――― 

 

 

 

５  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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計適用指針第8号）を

適用しております。従来の資本の部

に相当する金額は4,120,021千円で

あります。 

 

             ――――― 
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６．表示方法の変更 

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） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末まで「短期借入金」に含めて表示していた

「一年以内返済予定長期借入金」については、記載の明瞭化の

観点から、当中間会計期間末より区分掲記することといたしま

した。なお、前中間会計期間末における「一年以内返済予定長

期借入金」は115,920千円であります。 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間末において、投資その他の資産「その他」 

に含めて表示していた「関係会社株式」については、総資産

の総額の100分の5を超えることとなったため、当中間会計期

間より区分掲記することといたしました。なお、前中間会計

期間末における「関係会社株式」は107,700千円であります。 

 

７．追加情報 
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) 

 

――――― 

 

従来、支払時に費用計上していた前払

家賃につきましては、期間損益の適正化

を図るため前事業年度の下期から前払費

用に計上し、発生月の費用とする方法に

変更しました。 
 従って、前中間会計期間は従来の方法

によっており、当中間会計期間と同一の

方法を採用した場合と比べ、前中間会計

期間の営業利益、経常利益、税引前中間

純利益はそれぞれ31,357千円少なく計上
されております。 

 

――――― 

 

 

８．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日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度末 

平成18年3月31日現在 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,775,462千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,108,656千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,123,984千円 

※２ 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

契約を締結しております。この契

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り

ます。 

当座貸越 

限度額 
8,800,000千円

借入実行残高 2,200,000千円

差引額 6,600,000千円
 

※２ 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

契約を締結しております。この契

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り

ます。 

当座貸越 

限度額 
6,300,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 5,800,000千円
 

※２ 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おります。

この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

であります。 

当座貸越 

限度額 
10,300,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 9,700,000千円
 

※３ 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、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

 

――――― 
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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 

受取利息 6,493千円

賃貸料収入 10,339千円

為替差益 30,811千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,074千円

受取配当金 2,694千円

為替差益 3,065千円

賃貸料収入 15,868千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 11,307千円

為替差益 64,634千円

賃貸料収入 19,839千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 18,085千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,162千円

リース解約損失 1,832千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 25,555千円

原状回復費 13,991千円

製品廃棄損失引当

金繰入額 
17,000千円

たな卸資産廃棄損 29,473千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
投資有価証券 
売却益 

3,921千円

固定資産売却益 2,516千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 20,281千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

事業所閉鎖引当金

戻入益 
78,682千円

 
※４ 特別損失のうち主要なもの 

訴訟和解解決金 98,000千円 

貸倒引当金繰入額 37,063千円 

退職給付 
会計基準変更 
時差異処理額 

18,636千円 

 

 

 

※５ 減損損失 

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 

北海道

石狩郡 
遊休 土地 2,999(千円) 

（経緯） 

当社は北海道石狩郡新篠津村に土地を

保有しておりましたが、今後の利用計画 

も無く、地価等も著しく下落しているた

め、減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

継続的に損益の把握を行っている単位

ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。ただし、遊休資産等独立したキャッ

シュ・フローを生み出すと認められる資産

については、個別のグルーピングとしてお

ります。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当該資産の回収可能価額は正味売却価 

額によっており、当該土地の実質価値が 

ほとんど無く、回収可能価額がほとんど 

無いことから備忘価格で評価しており 

ます。 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 3,834千円 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 31,197千円

退職給付会計 
基準変更 
時差異処理額 

34,166千円

たな卸資産 
評価損 

26,141千円

訴訟和解解決金 98,000千円

※５減損損失 

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 

北海道

石狩郡 
遊休 土地 2,999(千円) 

（経緯） 

当社は北海道石狩郡新篠津村に土地を 

保有しておりましたが、今後の利用計画 

も無く、地価等も著しく下落しているた 

め、減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

継続的に損益の把握を行っている単位

ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。ただし、遊休資産等独立したキャッ

シュ・フローを生み出すと認められる資産

については、個別のグルーピングとしてお

ります。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当該資産の回収可能価額は正味売却価 

額によっており、当該土地の実質価値が 

ほとんど無く、回収可能価額がほとんど 

無いことから備忘価格で評価しており 

ます。 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 52,003千円

無形固定資産 16,175千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 38,209千円

無形固定資産 14,023千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 114,370千円

無形固定資産 32,284千円
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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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 332 ― ― 332 

 

９．有価証券関係 

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）及び前事業年度末（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は、ありません。 

 

１０．重要な後発事象 

該当事項はありません。 


