
 

平成19年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年11月１日 

上 場 会 社 名  アルインコ株式会社              上場取引所   東証・大証 市場第２部 

コ ー ド 番 号  ５９３３                   本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.alinco.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長        氏名 井上 雄策 

問合せ先責任者   役職名 常務取締役管理本部長     氏名 大原  稔  ＴＥＬ (06)4797－2121 

決算取締役会開催日 平成18年11月１日           配当支払開始日 平成18年11月22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３月21日～平成18年９月20日) 

(1)経営成績                              （単位：百万円、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 
17年９月中間期 

百万円   ％

15,656        11.0  

14,102         6.4  

百万円   ％

743      △ 5.3  

785        38.4  

百万円   ％

848         0.9  

841        45.6  

18年３月期 29,719         7.4  1,693        15.7  1,748        21.0  
 

 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 
17年９月中間期 

百万円   ％

405        25.6  

323     △ 18.9  

円   銭

20      83  

18      47  

18年３月期 1,167        55.2  63      68   

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 19,484,925株 17年９月中間期 17,487,926株 18年３月期 17,779,257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 
17年９月中間期 

百万円 

26,914       

24,381       

百万円

12,129      

9,619      

％ 

45.1   

39.5   

円   銭

622      52  

550      08  

18年３月期 25,551       12,048      47.2   616      56  

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 19,484,592株 17年９月中間期 17,487,392株 18年３月期 19,485,392株 

②期末自己株式数  18年９月中間期     24,734株 17年９月中間期    21,934株 18年３月期     23,934株 

 

２ 19年３月期の業績予想(平成18年３月21日～平成19年３月20日) 

 
 売上高 経常利益 当期純利益 

  

 

通 期 

百万円 

32,170       

百万円

1,850      

百万円

960      

 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  49円27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 

平成18年３月期 － 12.00 12.00 

平成19年３月期（実績）  5.00 － 

平成19年３月期（予想） －  7.00 
12.00 

 

 

 

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。 
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添付資料                                      アルインコ株式会社 

 

中間貸借対照表 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表     

（平成17年９月20日） （平成18年９月20日） （平成18年３月20日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 

【資産の部】     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  2,209 2,911  3,200 

 ２ 受取手形  3,324 3,502  3,864 

 ３ 売掛金  4,925 5,413  4,513 

 ４ たな卸資産  3,787 4,094  3,540 

 ５ 繰延税金資産  330 348  338 

 ６ その他 ※3 181 257  219 

 ７ 貸倒引当金  △ 197 △ 143  △ 141 

流動資産合計   14,560 59.7 16,385 60.9  15,535 60.8

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1    

(1) レンタル資産  2,699 2,964  2,767 

(2) 建物 ※2 927 902  898 

(3) 機械及び装置  178 189  184 

(4) 土地  ※2 1,770 1,775  1,775 

(5) その他  480 790  484 

減損損失累計額  △ 75 △ 75  △ 75 

有形固定資産合計  5,980 6,547  6,034 

 ２ 無形固定資産  16 102  14 

 ３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  1,190 1,498  1,585 

(2) 長期貸付金  483 350  420 

(3) 更生債権等  117 17  128 

(4) 繰延税金資産  306 139  134 

(5) その他  2,495 2,492  2,440 

(6) 貸倒引当金  △ 768 △ 618  △ 743 

投資その他の資産合計  3,825 3,879  3,966 

固定資産合計   9,821 40.3 10,529 39.1  10,015 39.2

資産合計    24,381 100.0 26,914 100.0  25,551 100.0
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 
  

 
  

（平成17年９月20日） （平成18年９月20日） （平成18年３月20日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 

【負債の部】      

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形  3,325  3,584  3,773  

 ２ 買掛金  1,834  2,116  1,591  

 ３ 短期借入金 ※2 4,026  4,090  3,367  

 ４ 未払法人税等  44  432  94  

 ５ 賞与引当金  370  390  395  

 ６ 役員賞与引当金  －  18  －  

 ７ その他 ※3 513  565  548  

流動負債合計   10,114 41.5 11,197 41.6  9,770 38.2

Ⅱ 固定負債       

 １ 長期借入金 ※2 3,856  2,890  2,967  

 ２ 退職給付引当金  99  25  104  

 ３ 役員退職慰労引当金  264  290  281  

 ４ その他  427  380  379 

固定負債合計   4,648 19.0 3,586 13.3  3,732 14.6

負債合計   14,762 60.5 14,784 54.9  13,502 52.8

【資本の部】       

Ⅰ 資本金   4,863 19.9 － －  5,571 21.8

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金  2,499 －  3,206 

 ２ その他資本剰余金  100 －  100 

資本剰余金合計   2,599 10.7 － －  3,306 13.0

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 任意積立金  1,201 －  1,201 

 ２ 中間(当期)未処分利益  672 －  1,516 

利益剰余金合計   1,873 7.7 － －  2,717 10.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金   288 1.2 － －  460 1.8

Ⅴ 自己株式   △ 6 △ 0.0 － －  △ 7 △ 0.0

資本合計   9,619 39.5 － －  12,048 47.2

負債・資本合計   24,381 100.0 － －  25,551 100.0
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 
  

 
  

（平成17年９月20日） （平成18年９月20日） （平成18年３月20日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 
金額（百万円） 

構成比

(%) 

【純資産の部】      

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金   － － 5,571 20.7  － －

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  － 3,206  － 

(2) その他資本剰余金  － 100  － 

資本剰余金合計   － － 3,306 12.3  － －

３ 利益剰余金     

その他利益剰余金     

別途積立金  － 2,001  － 

繰越利益剰余金  － 853  － 

利益剰余金合計   － － 2,855 10.6  － －

４ 自己株式   － － △ 8 △ 0.0  － －

株主資本合計   － － 11,725 43.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差額金   － － 374 1.4  － －

２ 繰延ヘッジ損益   － － 30 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － 404 1.5  － －

純資産合計   － － 12,129 45.1  － －

負債純資産合計   － － 26,914 100.0  － －
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アルインコ株式会社 

 

中間損益計算書 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年３月21日 (自 平成18年３月21日 (自 平成17年３月21日 

  

 
  

至 平成17年９月20日) 至 平成18年９月20日) 至 平成18年３月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 
金額（百万円） 

百分比

(%) 

Ⅰ 売上高  14,102 100.0 15,656 100.0  29,719 100.0

Ⅱ 売上原価 ※4  9,847 69.8 11,135 71.1  21,128 71.1

売上総利益   4,255 30.2 4,520 28.9  8,591 28.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  3,470 24.6 3,777 24.2  6,898 23.2

営業利益   785 5.6 743 4.7  1,693 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※1  185 1.3 202 1.3  376 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  129 0.9 97 0.6  320 1.1

経常利益   841 6.0 848 5.4  1,748 5.9

Ⅵ 特別利益   0 0.0 15 0.1  90 0.3

Ⅶ 特別損失 ※3,5  435 3.1 28 0.2  521 1.8

税引前中間(当期)純利益   405 2.9 835 5.3  1,318 4.4

法人税、住民税及び事業税  21 407  43 

法人税等調整額  61 82 0.6 22 429 2.7 107 151 0.5

中間(当期)純利益   323 2.3 405 2.6  1,167 3.9

前期繰越利益   348 －   348

中間(当期)未処分利益   672 －   1,516
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アルインコ株式会社 

 

中間株主資本等変動計算書 

 

当中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他資本

剰余金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月20日残高 

(百万円) 
5,571 3,206 100 1,201 1,516 △ 7 11,588

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立  800 △ 800  －

剰余金の配当  △ 233  △ 233

利益処分による役員賞与  △ 34  △ 34

中間純利益  405  405

自己株式の取得   △ 0 △ 0

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(百万円) 
－ － － 800 △ 662 △ 0 136

平成18年９月20日残高 

(百万円) 
5,571 3,206 100 2,001 853 △ 8 11,725

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月20日残高 

(百万円) 
460 － 460 12,048

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △ 233

利益処分による役員賞与  △ 34

中間純利益  405

自己株式の取得  △ 0

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
△ 86 30 △ 55 △ 55

中間会計期間中の変動額

合計(百万円) 
△ 86 30 △ 55 80

平成18年９月20日残高 

(百万円) 
374 30 404 12,129
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アルインコ株式会社 

 

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 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 項目 
  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デリバティブ 

 

(3) たな卸資産 

 

 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

時価法 

 

製品・商品・原材料・仕掛品 

…………総平均法による原価法

 

 

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） 

時価のないもの 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

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 

   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 

同左 

 

同左 

 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

  

 

 

 

 

 

定率法によっております｡ 

なお、耐用年数は次のとおり

であります。 

レンタル資産………… 5年 

建物…………………… 2～47年

機械及び装置………… 2～15年

その他の 

有形固定資産………… 2～40年

 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基

づく定額法であります。 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

用として処理しております。 
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アルインコ株式会社 

 

 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 項目 
  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

４ 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

いては貸倒実績率法により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権に

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。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備える

ため、期間業績に応じた支給見

込額を計上しております。 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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

る額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

（ 475百万円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異は、

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（５

年）による定額法により、翌事

業年度から費用処理することと

しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため｢役員退職慰労金規程｣

（内規）による中間期末要支給

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

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、当事業年度

における支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う分を計

上しております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

この結果、従来の方法に比べ

て営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が18百万円減少し

ております。 

(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

る額を計上しております。 

数理計算上の差異は、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（５年）に

よる定額法により、翌事業年度

から費用処理することとしてお

ります。 

 

 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

なお、会計基準変更時差異

（ 475百万円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差異は、

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（５

年）による定額法により、翌事

業年度から費用処理することと

しております。 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため｢役員退職慰労金規程｣

（内規）による期末要支給額を

計上しております。 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 項目 
  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお､振当

処理の要件を満たしている為

替予約等については振当処理

に、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについて

は特例処理によっておりま

す。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 

通貨スワップ 

取引 

通貨オプション 

取引 

商品及び原材

料の輸入によ

る外貨建金銭

債務及び予定

取引 

金利スワップ 

取引 

長期借入金の

利息 

③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する

社内規程に基づき、為替変動

リスク及び金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしてお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動、キ

ャッシュ・フローとヘッジ手

段の間に高い相関関係がある

ことを確認し、有効性の評価

としております。ただし、一

部の金利スワップ取引におい

ては、契約の内容等によりヘ

ッジに高い有効性が明らかに

認められる場合については有

効性の判定を省略しておりま

す。 

また為替予約においては､

取引すべてが将来の購入予定

に基づくものであり、実行の

可能性が極めて高いため有効

性の判定は省略しておりま

す。 

  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 ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理について 

同左 

  

 

消費税等の会計処理について 

同左 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 

  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

（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」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

これにより税引前中間純利益が366百

万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、減

価償却資産については減損損失累計額の

科目をもって表示し、土地については土

地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） 

当中間会計期間から「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 企業会計基準適用指針

第８号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は12,099百万円であります。

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財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これにより税引前当期純利益が366百

万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、減価償

却資産については減損損失累計額の科目

をもって表示し、土地については土地の

金額から直接控除しております。 
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追加情報 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 

  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

（スプレッド方式による新株発行） 
 平成18年１月27日に実施した有償一
般募集による新株式発行（1,800,000
株）並びに平成18年２月21日に実施し
た第三者割当による新株式発行
（200,000株）は、引受証券会社が引受
価額（707.50円）で買取引受を行い、
当該引受価額とは異なる発行価格（746
円）で一般投資家に販売するスプレッ
ド方式によっております。 

 スプレッド方式では、発行価格の総

額と引受価額の総額との差額77百万円

が事実上の引受手数料であり、引受価

額と同一の発行価格で一般投資家に販

売する従来の方式であれば新株発行費

として処理されていたものでありま

す。このため、従来の方式によった場

合に比べ、新株発行費の額と資本金及

び資本剰余金合計額は、それぞれ77百

万円少なく計上されております。その

結果、経常利益及び税引前当期純利益

は同額多く計上されております。 
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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 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成17年９月20日） （平成18年９月20日） （平成18年３月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,812百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

16,286百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,955百万円

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。 

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物         635百万円 

土地        1,579百万円 

計         2,214百万円 

  （担保付債務）      （金額） 

短期借入金          1,105百万円 

長期借入金          2,777百万円 

計                  3,882百万円 

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。

  （担保資産の種類）   （金額） 

建物         591百万円

土地        1,531百万円 

計         2,122百万円

  （担保付債務）      （金額）

短期借入金            523百万円

長期借入金          2,353百万円 

計                  2,876百万円

※２ 債務の担保に供している資産及び

担保付債務は次のとおりであります。

  （担保資産の種類）     （金額） 

建物         612百万円

土地        1,531百万円 

計         2,144百万円

  （担保付債務）     （金額） 

短期借入金       710百万円

長期借入金     2,271百万円 

計         2,982百万円

※３ 消費税等の取扱い 

   仮受消費税等は、仮払消費税等と相

殺のうえ、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 

   仮払消費税等は、仮受消費税等と相

殺のうえ、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮受消費税等は、仮払消費税等と相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

 

 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 

  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       11百万円 

    受取地代・家賃    53百万円 

    仕入割引       45百万円 

    作業屑等売却益    41百万円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       22百万円

    受取地代・家賃    52百万円

    仕入割引       45百万円

    作業屑等売却益    23百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

    受取利息       36百万円

    受取地代・家賃   106百万円

    仕入割引       91百万円

    作業屑等売却益    58百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息       85百万円 

    支払地代・家賃    33百万円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息       57百万円

    支払地代・家賃    33百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息      171百万円

    支払地代・家賃       67百万円

    株式上場費用         32百万円

    新株発行費償却       16百万円

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    減損損失      366百万円 
    退職給付会 

計基準変更      47百万円 
時差異償却 

※３  ※３ 特別損失のうち重要なもの 

    減損損失      366百万円
    退職給付会 

計基準変更      95百万円
時差異償却 

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    561百万円 

    無形固定資産     2百万円 

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    627百万円

    無形固定資産     2百万円

※４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    1,262百万円

    無形固定資産       5百万円
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 （自 平成17年３月21日 

  至 平成17年９月20日）   至 平成18年９月20日）   至 平成18年３月20日） 

※５ 減損損失 

当社は内部管理上採用している事

業区分を基準として資産のグループ

化を行っており、当中間会計期間にお

いて以下の資産グループについて減

損処理をしました。 

電子機器関連事業における無線機

等事業部門は、アマチュア無線市場の

縮小に替わる市場の急成長が見込め

ないため、同部門に係る資産グループ

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（75百万円）

として特別損失に計上しました。 

また、賃貸土地については地価の下

落、遊休土地については事業の用に供

する具体的な計画が存在しないため

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（290百万円）

として特別損失に計上しました。 

これら減損損失の内訳は、工具・器

具・備品75百万円、土地290百万円で

あります。 

なお、これら資産グループの回収可

能価額は、遊休土地については正味売

却価額を使用し不動産鑑定評価額に

基づいて評価しております。無線機等

製造設備と賃貸土地については使用

価値により測定をしており、将来キャ

ッシュ・フローを6.3％で割り引いて

算定しております。 

用途 種類 場所 

無線機 

等の製 

造設備 

工具・ 

器具・ 

備品 

電子機器関連

事業の各製造

委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市 

遊休資産 土地 栃木県那須郡 

遊休資産 土地 新潟県燕市 

 ※５ 減損損失 

当社は内部管理上採用している事

業区分を基準として資産のグループ

化を行っており、当事業年度において

以下の資産グループについて減損処

理をしました。 

電子機器関連事業における無線機

等事業部門は、アマチュア無線市場の

縮小に替わる市場の急成長が見込め

ないため、同部門に係る資産グループ

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（75百万円）

として特別損失に計上しました。 

また、賃貸土地については地価の下

落、遊休土地については事業の用に供

する具体的な計画が存在しないため

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（290百万円）

として特別損失に計上しました。 

これら減損損失の内訳は、工具・器

具・備品75百万円、土地290百万円で

あります。 

なお、これら資産グループの回収可

能価額は、遊休土地については正味売

却価額を使用し不動産鑑定評価額に

基づいて評価しております。無線機等

製造設備と賃貸土地については使用

価値により測定をしており、将来キャ

ッシュ・フローを6.3％で割り引いて

算定しております。 

用途 種類 場所 

無線機 

等の製 

造設備 

工具・ 

器具・ 

備品 

電子機器関連

事業の各製造

委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市

遊休資産 土地 栃木県那須郡

遊休資産 土地 新潟県燕市 

 

 

（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３月21日 至 平成18年９月20日） 

１ 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） 23,934 800 － 24,734

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 800株 
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（リース取引関係） 
  半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示をするため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年９月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間末（平成18年９月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

 前事業年度末（平成18年３月20日） 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

  中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

－ － 14


