
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月6日

   

上場会社名 東和薬品株式会社 上場取引所 東

コード番号 4553 本社所在都道府県 大阪府
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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　吉田逸郎

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長 氏名　皆木武久 ＴＥＬ　　（　06　）6900　－　9103

決算取締役会開催日 平成18年11月6日 配当支払開始日 平成18年12月1日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

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 12,747 12.5 1,271 10.1 1,427 △24.8

17年9月中間期 11,328 △1.5 1,154 △0.8 1,897 12.1

18年3月期 23,071 2,335 3,445

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 789 266.1 46 01

17年9月中間期 215 △79.6 12 95

18年3月期 914 49 70

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 17,168,140株 17年9月中間期 16,653,993株 18年3月期 16,891,338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 40,137 31,702 79.0 1,846 61

17年9月中間期 38,219 30,603 80.1 1,782 55

18年3月期 38,870 31,120 80.1 1,808 30

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 17,168,134株 17年9月中間期 17,168,274株 18年3月期 17,168,154株

②期末自己株式数 18年9月中間期 3,866株 17年9月中間期 3,726株 18年3月期 3,846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 27,200 3,600 2,140

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　124円65銭

　（注）予想営業利益（通期）　　3,400百万円

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 12.50 12.50 25.00

19年３月期（実績） 12.50 －
25.00

19年３月期（予想） － 12.50

その他の内訳　別紙参照

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

－ 29 －



６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

第50期中間会計期間末
（平成17年９月30日）

第51期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第50期事業年度の
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  1,166,785   1,284,964   911,933   

２　受取手形 ※４ 6,619,094   7,159,924   6,997,227   

３　売掛金  3,604,271   2,725,759   2,940,323   

４　有価証券  482,299   343,978   11,443   

５　たな卸資産  6,317,647   7,426,879   6,851,036   

６　繰延税金資産  545,697   546,260   532,744   

７　スワップ資産  202,508   576,917   438,110   

８　その他  369,085   392,572   470,356   

貸倒引当金  △188,908   △153,695   △167,924   

流動資産合計   19,118,482 50.0  20,303,560 50.6  18,985,251 48.8

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物  4,108,649   6,761,854   6,816,986   

２　機械及び装置  981,151   1,736,065   1,822,004   

３　土地  5,854,195   5,854,195   5,854,195   

４　建設仮勘定  3,622,770   104,321   21,441   

５　その他  300,898   504,508   493,702   

有形固定資産合計  14,867,664   14,960,945   15,008,330   

(2）無形固定資産  279,301   407,076   435,421   

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  2,994,533   3,594,817   3,502,637   

２　繰延税金資産  261,340   121,222   199,179   

３　その他  697,916   753,585   740,312   

貸倒引当金  △10   △4,090   △280   

投資その他の資産
合計

 3,953,781   4,465,534   4,441,849   

固定資産合計   19,100,747 50.0  19,833,556 49.4  19,885,601 51.2

資産合計   38,219,229 100.0  40,137,117 100.0  38,870,853 100.0
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第50期中間会計期間末
（平成17年９月30日）

第51期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第50期事業年度の
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  1,518,507   1,635,247   1,459,187   

２　買掛金  1,968,498   2,600,137   2,131,611   

３　未払金  1,699,818   1,647,565   1,727,655   

４　未払法人税等  667,881   573,016   702,979   

５　役員賞与引当金  －   37,800   －   

６　返品調整引当金  26,830   24,670   26,740   

７　その他 ※２ 423,475   748,771   520,875   

流動負債合計   6,305,011 16.5  7,267,207 18.1  6,569,050 16.9

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  578,188   422,635   452,305   

２　役員退職慰労引当
金

 109,750   125,250   117,500   

３　預り保証金  622,921   619,202   611,401   

固定負債合計   1,310,860 3.4  1,167,087 2.9  1,181,206 3.0

負債合計   7,615,871 19.9  8,434,295 21.0  7,750,256 19.9

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,717,700 12.3  － －  4,717,700 12.1

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  7,870,735   －   7,870,735   

資本剰余金合計   7,870,735 20.6  － －  7,870,735 20.3

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  399,590   －   399,590   

２　任意積立金  17,074,865   －   16,860,865   

３　中間（当期）未処
分利益

 513,228   －   1,211,804   

利益剰余金合計   17,987,683 47.1  － －  18,472,260 47.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  33,449 0.1  － －  66,423 0.2

Ⅴ　自己株式   △6,210 △0.0  － －  △6,522 △0.0

資本合計   30,603,358 80.1  － －  31,120,596 80.1

負債・資本合計   38,219,229 100.0  － －  38,870,853 100.0
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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  － － 4,717,700 11.7 － －

２．資本剰余金  

　　資本準備金  － 7,870,735 －

資本剰余金合計  － － 7,870,735 19.6 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 399,590 －

(2）その他利益剰余
金

    

特別償却準備金  － 30,496 －

別途積立金  － 17,385,000 －

繰越利益剰余金  － 1,156,894 －

利益剰余金合計  － － 18,971,980 47.3 － －

４．自己株式  － － △6,577 △0.0 － －

株主資本合計  － － 31,553,837 78.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 148,984 0.4 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 148,984 0.4 － －

純資産合計  － － 31,702,821 79.0 － －

負債純資産合計  － － 40,137,117 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度の
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   11,328,757 100.0  12,747,223 100.0  23,071,511 100.0

Ⅱ　売上原価   6,099,683 53.8  7,005,897 55.0  12,573,315 54.5

売上総利益   5,229,073 46.2  5,741,325 45.0  10,498,195 45.5

返品調整引当金繰入
額又は戻入額（△）

  △1,850 △0.0  △2,070 △0.1  △1,940 △0.0

差引売上総利益   5,230,923 46.2  5,743,395 45.1  10,500,135 45.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   4,075,988 36.0  4,471,892 35.1  8,164,454 35.4

営業利益   1,154,934 10.2  1,271,502 10.0  2,335,681 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※２  798,421 7.1  278,988 2.2  1,162,700 5.0

Ⅴ　営業外費用 ※３  56,104 0.5  122,844 1.0  53,043 0.2

経常利益   1,897,251 16.8  1,427,646 11.2  3,445,338 14.9

Ⅵ　特別利益   － －  15,789 0.1  2,316 0.0

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 1,081,457 9.6  115,792 0.9  1,281,284 5.5

税引前中間（当期）
純利益

  815,793 7.2  1,327,643 10.4  2,166,371 9.4

法人税、住民税及び
事業税

 645,141   530,000   1,115,000   

過年度法人税、住民
税及び事業税 

 －   －   134,206   

法人税等調整額  △45,087 600,053 5.3 7,821 537,821 4.2 2,243 1,251,450 5.4

中間（当期）純利益   215,740 1.9  789,822 6.2  914,920 4.0

前期繰越利益   297,487   －   297,487  

中間配当積立金取崩
額 

  －   －   214,000  

中間配当額   －   －   214,603  

中間（当期）未処分
利益

  513,228   －   1,211,804  
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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

自己株式
株主資本　

合計資本　　

準備金

利益　　
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却
準備金

中間配当
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）
4,717,700 7,870,735 399,590 39,865 36,000 16,785,000 1,211,804 18,472,260 △6,522 31,054,172

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の繰入れ    12,382   △12,382 －  －

特別償却準備金の取崩し    △21,751   21,751 －  －

別途積立金の積立て      600,000 △600,000 －  －

中間配当積立金の取崩し     △36,000  36,000 －  －

剰余金の配当       △214,601 △214,601  △214,601

役員賞与       △75,500 △75,500  △75,500

中間純利益       789,822 789,822  789,822

自己株式の取得        － △55 △55

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）
－ － － △9,369 △36,000 600,000 △54,910 499,720 △55 499,664

平成18年９月30日残高

（千円）
4,717,700 7,870,735 399,590 30,496 － 17,385,000 1,156,894 18,971,980 △6,577 31,553,837

評価・換算差額等

純資産合計その他　　
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）
66,423 66,423 31,120,596

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の繰入れ  － －

特別償却準備金の取崩し  － －

別途積立金の積立て  － －

中間配当積立金の取崩し  － －

剰余金の配当  － △214,601

役員賞与  － △75,500

中間純利益  － 789,822

自己株式の取得  － △55

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
82,560 82,560 82,560

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
82,560 82,560 582,225

平成18年９月30日残高

（千円）
148,984 148,984 31,702,821
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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

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（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　満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 ─────

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 ─────

②　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　子会社株式及び関連会社株

　　式

　同左 

①　子会社株式及び関連会社株

　　式

　　　 同左

③　その他有価証券

時価のあるもの

時価法（評価差額は全部資本

直入法。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

時価法（評価差額は全部資本

直入法。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

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資金

（証券取引法第２条２項により

有価証券とみなされるもの）に

ついては組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

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

製品・仕掛品は、総平均法によ

る原価法

商品・原材料・貯蔵品は、総平

均法による低価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得

した建物（付属設備を除く）に

ついては、定額法を採用してお

ります。

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

自社利用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

しております。その他の無形固

定資産については、定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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。

───── 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。

４　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権の貸

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

性を考慮した回収不能見込額を

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)返品調整引当金

製商品の返品による損失に備え

るため返品実績率に基づき計上

しております。

(2)返品調整引当金

同左

(2)返品調整引当金

同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当会計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、当中間期末において発生

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、発生年度の翌事業年度に

一括処理しております。

(3)退職給付引当金

同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産に基づき当期に発生

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、発生年度の翌事業年度に

一括処理しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規による中間期末要

支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)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、内規による当期末要支

給額を計上しております。

 ───── 　(5)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しておりま

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

準第４号平成17年11月29日）を適

用しております。

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

37,800千円減少しております。

─────
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第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５　外貨建資産・負債の本邦通貨への

換算基準

当中間会計期間末の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は

損益として計上しております。

５　外貨建資産・負債の本邦通貨への

換算基準

同左

５　外貨建資産・負債の本邦通貨への

換算基準

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

計上しております。

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

　消費税等の会計処理

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

　消費税等の会計処理

同左

７　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

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 

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（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） ───── （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。これにより税引前中間純利益は888,910千

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

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。 

　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。

これにより税引前当期純利益は888,910千円減

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。 

 ───── （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

31,702百万円であります。

　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。

表示方法の変更 

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成

16年法律第97号）が平成16年６月９日に公布さ

れ、平成16年12月1日から適用となり、「金融

商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会

報告第14号）が平成17年２月15日付けで改正さ

れたことに伴い、当中間会計期間から投資事業

有限責任組合およびそれに類する組合への出資

金（証券取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）を投資有価証券として表示す

る方法に変更いたしました。

　なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に

含まれる当該出資の額は329,950千円であり、

前中間会計期間における投資その他の資産の

「その他」に含まれる当該出資の額は572,787

千円となっております。

 ──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第50期中間会計期間末
（平成17年９月30日）

第51期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第50期事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額 ※１　減価償却累計額

11,421,046千円 12,078,520千円 11,660,655千円 

※２　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

示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

 ※２　消費税等の取扱い

                  同左

　３　偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入金

に対して、次の通り債務保証を行ってお

ります。

ジェイドルフ製薬㈱ 800,000千円 

　３　偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入金

に対して、次の通り債務保証を行ってお

ります。

ジェイドルフ製薬㈱ 800,000千円 

　３　偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入金

に対して、次の通り債務保証を行ってお

ります。

ジェイドルフ製薬㈱ 800,000千円 

 ※４　　　　　 ────── ※４　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、当中間会計期間の末日は金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。当中間期

末日満期手形の金額は、次のとおりで

す。 

受取手形 26,258千円 

 ※４　　　　　 ──────

－ 39 －



（中間損益計算書関係）

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　１　中間会計期間に係る減価償却額 　１　中間会計期間に係る減価償却額 　１　減価償却額

有形固定資産 315,169千円 

無形固定資産 27,955千円 

有形固定資産 573,600千円 

無形固定資産 28,345千円 

有形固定資産 877,856千円 

無形固定資産 56,171千円 

※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの

受取利息 2,291千円 

有価証券利息 46,332千円 

有価証券売却益 58,451千円 

スワップ評価益 554,237千円 

投資事業組合利益 55,885千円

受取利息 2,865千円 

有価証券利息 62,744千円 

為替差益 27,766千円 

スワップ評価益 138,806千円 

受取利息 4,120千円 

有価証券利息 95,424千円 

有価証券売却益 75,221千円 

為替差益 52,032千円 

スワップ評価益 789,839千円 

投資事業組合利益 46,634千円 

※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの

支払利息 4,360千円 

有価証券償還損 30,850千円 

新株発行費 15,268千円 

支払利息 4,110千円 

有価証券評価損 111,124千円 

投資事業組合損失 6,076千円 

支払利息 8,369千円 

有価証券償還損 21,850千円 

新株発行費 15,268千円 

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産処分損 5,396千円 

減損損失 888,910千円 

特別土地保有税等 187,150千円

有価証券評価損 74,000千円 

固定資産処分損 41,792千円 

有価証券評価損 36,534千円 

固定資産処分損 183,925千円 

減損損失 888,910千円

※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いたしました。

場所  用途 種類 摘要

 岡山工場

（岡山県勝

田郡勝央

町）

工場予定地  土地  遊休

 ※５　　　　　 ────── ※５　減損損失

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いたしました。

場所  用途 種類 摘要

 岡山工場

近隣地　

（岡山県勝

田郡勝央

町）

工場予定地  土地  遊休

 当社は重要な遊休資産を除き、製造工程に関

連性のある製品群別に資産のグルーピングを実

施しております。グルーピング単位である製品

群別においては、減損の兆候はありませんでし

たが、具体的な利用計画がない土地については

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(888,910千円）として特別損失に

計上いたしました。なお、回収可能価額は、不

動産鑑定評価額に基づく正味売却可能価額によ

り評価しております。

  当社は重要な遊休資産を除き、製造工程に関

連性のある製品群別に資産のグルーピングを実

施しております。グルーピング単位である製品

群別においては、減損の兆候はありませんでし

たが、岡山工場近隣の工場予定地は現時点では

具体的な利用計画が無く、時価も著しく下落し

ているため、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(888,910千円）とし

て特別損失に計上いたしました。なお、回収可

能価額は、不動産鑑定評価額に基づく正味売却

可能価額により評価しております。
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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 3,846 20 － 3,866

合計 3,846 20 － 3,866

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

①　リース取引

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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)

機械装置 1,324,032 377,688 946,343

工具器具
備品

123,166 51,502 71,664

合計 1,447,198 429,190 1,018,008

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)

機械装置 2,709,856 632,541 2,077,315

工具器具
備品

298,677 119,723 178,953

合計 3,008,534 752,265 2,256,268

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)

機械装置 2,410,856 461,096 1,949,760

工具器具
備品

333,022 123,979 209,043

合計 2,743,879 585,075 2,158,803

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 240,000千円

１年超 769,026千円

合計 1,009,026千円

１年以内 419,745千円

１年超 1,832,193千円

合計 2,251,939千円

１年以内 387,219千円

１年超 1,781,572千円

合計 2,168,791千円

（3）当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

（3）当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

（3）当期の支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失

支払リース料 118,814千円

減価償却費相当額 103,435千円

支払利息相当額 12,965千円

支払リース料 224,011千円

減価償却費相当額 204,539千円

支払利息相当額 26,183千円

支払リース料 357,502千円

減価償却費相当額 298,248千円

支払利息相当額 39,313千円

（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

（5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし各期への

配分方法については、利息法によってお

ります。

（5）利息相当額の算定方法

同左

（5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年以内 921千円

１年超 2,841千円

合計 3,763千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

１年以内 2,967千円

１年超 5,841千円

合計 8,808千円

（減損損失について）

　同左

１年以内 921千円

１年超 2,380千円

合計 3,302千円

（減損損失について）

　同左
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②　有価証券

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はありません。

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はありません。

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。

（１株当たり情報）

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度
（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 1,782円55銭

１株当たり中間純利益 12円95銭

１株当たり純資産額 1,846円61銭

１株当たり中間純利益   46円01銭

１株当たり純資産額 1,808円30銭

１株当たり当期純利益 49円70銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
第50期中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

第51期中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

第50期事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 215,740 789,822 914,920

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 75,500

（うち利益処分による役員賞与金

(千円)）
－ － (75,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
215,740 789,822 839,420

普通株式の期中平均株式数（株） 16,653,993 17,168,140 16,891,338

（重要な後発事象）

第50期中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

第51期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第50期事業年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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